
JP 5219738 B2 2013.6.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動ゲームを表示するゲーム表示手段を備え、前
記図柄変動ゲームの表示結果に応じて遊技者にとって有利な有利遊技状態が付与される遊
技機において、
　遊技者が操作可能な演出用操作手段と、
　前記遊技中に前記有利遊技状態への期待度を前記有利遊技状態への期待度が最も低い初
期段階から前記有利遊技状態への期待度が最も高い最終段階に亘る複数段階に跨って遊技
者に示唆し、各段階に応じた報知態様に変化可能な期待度示唆演出を表示可能な表示手段
である期待度示唆手段と、
　前記表示手段とは異なる演出実行手段であるとともに前記期待度示唆手段の報知態様が
前記最終段階に変化することを予め報知する先予告演出を実行可能な先予告実行手段と、
　前記図柄変動ゲームを含む遊技中に前記演出用操作手段の操作を有効とする操作有効期
間を設定する有効期間設定手段と、
　前記操作有効期間中に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判定手段
と、
　前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記期待度示唆手段の報知態様を制御するとと
もに前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記先予告実行手段を制御する演出制御手段
と、を備え、
　前記演出制御手段は、前記有効期間設定手段により前記操作有効期間が設定されるに際
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しては前記有利遊技状態の付与態様に応じて前記期待度示唆手段の報知態様を前記最終段
階まで変化させるか否かを予め決定するようになっており、前記演出用操作手段が操作さ
れたか否かの前記操作判定手段の判定結果にしたがって前記期待度示唆手段の報知態様の
段階を変化させる一方で、前記最終段階まで変化させることを予め決定している場合にお
いて前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されることに伴って前記
先予告演出の実行可否を決定し、前記先予告演出の実行可を決定するときには前記期待度
示唆手段の変化態様にかかわらず前記先予告演出を前記先予告実行手段に実行させるよう
に制御することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記演出制御手段は、
　前記期待度示唆手段の報知態様を前記最終段階まで変化させることを予め決定している
場合において前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されるとき、前
記最終段階まで一気に変化させるとともに前記先予告実行手段で先予告演出と同一態様と
なる演出を実行させる確定演出の実行可否を、前記操作判定手段の判定結果に基づく前記
期待度示唆手段の報知態様の変化態様、及び前記操作判定手段の判定結果に基づく前記先
予告実行手段による前記先予告演出の実行可否とは個別に決定するようになっており、
　前記先予告演出の実行可否を決定するに際しては所定周期毎に前記操作判定手段で前記
演出用操作手段が操作されたと判定されているか否かで前記演出用操作手段の操作態様を
把握し、所定周期毎の前記演出用操作手段の操作態様に基づいて前記先予告演出の実行可
否を決定する一方で、前記確定演出の実行可否を決定するに際しては前記操作判定手段で
前記演出用操作手段が操作されたとの判定時に前記確定演出の実行可否を決定し、前記確
定演出の実行可を決定するときには前記確定演出を前記期待度示唆手段及び前記先予告実
行手段に実行させるように制御するとともに、前記確定演出の実行可の決定後、前記演出
用操作手段の操作の有無にかかわらず前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作され
ていないと判定される場合と同一態様で制御を実行する請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記演出制御手段は、前記先予告演出の実行可の決定後も前記操作判定手段の判定結果
に基づいて前記期待度示唆手段の報知態様を変化させるとともに前記操作判定手段の判定
結果に基づいて前記確定演出の実行可否を決定する請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者が操作可能な演出用操作手段を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の一種であるパチンコ機は、例えば、液晶ディスプレイ型の可変表示器を
備え、当該可変表示器において複数種類の図柄を変動させて図柄組み合わせを導出する図
柄組み合わせゲーム（図柄変動ゲーム）が行われている。そして、遊技者は、図柄組み合
わせゲームで導出され、最終的に停止表示された図柄組み合わせから大当り又ははずれを
認識できる。このようなパチンコ機では、遊技の興趣を高めるために、遊技者が操作可能
な演出用操作手段（演出用ボタン）を備えたものがある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載の遊技機では、遊技者が演出用ボタンを操作することによってその操
作回数に応じて操作回数が所定回数に達している場合に、図柄変動ゲームの大当りへの期
待度を遊技者に報知するようになっている。具体的には、図柄変動ゲームにおける所定の
操作有効期間中、演出用ボタンを操作することでその演出用ボタンの操作回数がカウント
される。そして、その操作回数が所定回数に達している場合に図柄変動ゲームの大当りへ
の期待度が遊技者に報知される。
【特許文献１】特開２００６－１９７９７１号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１のパチンコ機では、演出用ボタンの操作が所定回数に達するか否
かで大当りへの期待度が報知されるかどうかが決定されるようになっているため、演出用
ボタンの操作が所定回数に達して最終的に大当りへの期待度が報知されるまでの間、遊技
者を十分に楽しませているとは言い難かった。このため、演出用ボタンの操作が所定回数
に達するか否かで最終的な演出を実行させるか否かが決定されるような仕様のもとでは、
所定回数に達して最終的な演出が実行されるまでにおいても遊技者を十分に楽しませるこ
とで遊技の興趣を向上させることが望まれている。
【０００５】
　この発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、
その目的は、遊技者の演出用操作手段の操作に基づいて期待度示唆手段の報知態様を最終
段階まで変化可能な演出を実行させる遊技機において、前記最終段階に変化するか否かだ
けでなく当該最終段階に変化するまでの間も遊技者を楽しませることで遊技の興趣を向上
させることができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、複数種類の図柄を変動させて行
う図柄変動ゲームを表示するゲーム表示手段を備え、前記図柄変動ゲームの表示結果に応
じて遊技者にとって有利な有利遊技状態が付与される遊技機において、遊技者が操作可能
な演出用操作手段と、前記遊技中に前記有利遊技状態への期待度を前記有利遊技状態への
期待度が最も低い初期段階から前記有利遊技状態への期待度が最も高い最終段階に亘る複
数段階に跨って遊技者に示唆し、各段階に応じた報知態様に変化可能な期待度示唆演出を
表示可能な表示手段である期待度示唆手段と、前記表示手段とは異なる演出実行手段であ
るとともに前記期待度示唆手段の報知態様が前記最終段階に変化することを予め報知する
先予告演出を実行可能な先予告実行手段と、前記図柄変動ゲームを含む遊技中に前記演出
用操作手段の操作を有効とする操作有効期間を設定する有効期間設定手段と、前記操作有
効期間中に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判定手段と、前記操作
判定手段の判定結果に基づいて前記期待度示唆手段の報知態様を制御するとともに前記操
作判定手段の判定結果に基づいて前記先予告実行手段を制御する演出制御手段と、を備え
、前記演出制御手段は、前記有効期間設定手段により前記操作有効期間が設定されるに際
しては前記有利遊技状態の付与態様に応じて前記期待度示唆手段の報知態様を前記最終段
階まで変化させるか否かを予め決定するようになっており、前記演出用操作手段が操作さ
れたか否かの前記操作判定手段の判定結果にしたがって前記期待度示唆手段の報知態様の
段階を変化させる一方で、前記最終段階まで変化させることを予め決定している場合にお
いて前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されることに伴って前記
先予告演出の実行可否を決定し、前記先予告演出の実行可を決定するときには前記期待度
示唆手段の変化態様にかかわらず前記先予告演出を前記先予告実行手段に実行させるよう
に制御することを要旨とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の遊技機において、前記演出制御手段は、前
記期待度示唆手段の報知態様を前記最終段階まで変化させることを予め決定している場合
において前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されるとき、前記最
終段階まで一気に変化させるとともに前記先予告実行手段で先予告演出と同一態様となる
演出を実行させる確定演出の実行可否を、前記操作判定手段の判定結果に基づく前記期待
度示唆手段の報知態様の変化態様、及び前記操作判定手段の判定結果に基づく前記先予告
実行手段による前記先予告演出の実行可否とは個別に決定するようになっており、前記先
予告演出の実行可否を決定するに際しては所定周期毎に前記操作判定手段で前記演出用操
作手段が操作されたと判定されているか否かで前記演出用操作手段の操作態様を把握し、
所定周期毎の前記演出用操作手段の操作態様に基づいて前記先予告演出の実行可否を決定
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する一方で、前記確定演出の実行可否を決定するに際しては前記操作判定手段で前記演出
用操作手段が操作されたとの判定時に前記確定演出の実行可否を決定し、前記確定演出の
実行可を決定するときには前記確定演出を前記期待度示唆手段及び前記先予告実行手段に
実行させるように制御するとともに、前記確定演出の実行可の決定後、前記演出用操作手
段の操作の有無にかかわらず前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されていない
と判定される場合と同一態様で制御を実行することを要旨とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の遊技機において、前記演出制御手段は、前
記先予告演出の実行可の決定後も前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記期待度示唆
手段の報知態様を変化させるとともに前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記確定演
出の実行可否を決定することを要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遊技者の演出用操作手段の操作に基づいて期待度示唆手段の報知態様
を最終段階まで変化可能な演出を実行させる遊技機において、前記最終段階に変化するか
否かだけでなく当該最終段階に変化するまでの間も遊技者を楽しませることで遊技の興趣
を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を遊技機の一種であるパチンコ遊技機に具体化した一実施形態を図１～図
１０にしたがって説明する。
　図１には、パチンコ遊技機１０の機表側が略示されており、機体の外郭をなす外枠１１
の開口前面側には、各種の遊技用構成部材をセットする縦長方形の中枠１２が開放及び着
脱自在に組み付けられているとともに、中枠１２の前面側には前枠１３が開閉及び着脱自
在に組み付けられている。前枠１３は、図１に示すようにパチンコ遊技機１０を機正面側
から見た場合において、中枠１２に重なるように組み付けられている。このため、中枠１
２は、前枠１３の後側に配置されており、機正面側からは視認し得ないようになっている
。前枠１３は、中央部に窓口１４を有するとともに、該窓口１４の下方にパチンコ遊技機
１０の遊技媒体となる遊技球を貯留可能な第１貯留皿としての上皿（貯留皿）１５を一体
成形した構成とされている。前枠１３の裏面側には、機内部に配置された遊技盤ＹＢを保
護し、かつ窓口１４を覆う大きさのガラスを支持する図示しないガラス支持枠が着脱及び
傾動開放可能に組み付けられている。遊技盤ＹＢは、中枠１２に装着される。また、前枠
１３には、窓口１４のほぼ全周を囲むように、図示しない発光体（ランプ、ＬＥＤなど）
の発光（点灯や点滅）により発光演出を行う電飾表示部を構成するランプ部１６が配置さ
れている。ランプ部１６は、前枠１３の前面に装着される複数の発光体を、該各発光体の
発する光を透過可能に成形したランプレンズ１６ａで覆って構成されている。
【００１１】
　前枠１３には、窓口１４の左右上部に、各種音声を出力して音声演出を行うスピーカ１
７が配置されている。スピーカ１７は、前枠１３の裏面に装着されており、該前枠１３の
前面であってスピーカ１７の装着部位に対応する部位には図示しない放音孔が複数形成さ
れている。
【００１２】
　中枠１２の前面側であって前枠１３の下部には、上皿１５から溢れ出た遊技球を貯留す
る第２貯留皿としての下皿（貯留皿）１８が装着されている。また、中枠１２の前面側で
あって下皿１８の右方には、遊技球を遊技盤ＹＢに発射させる際に遊技者によって回動操
作される遊技球発射用の発射ハンドル１９が装着されている。
【００１３】
　上皿１５には、その左方側に機内部から払出される遊技球の払出口１５ａが設けられて
いるとともに、遊技者の保有する遊技球を貯留する凹状の貯留通路１５ｂが連設されてお
り、さらに右方側に貯留通路１５ｂ内の遊技球を機内部に取り込む図示しない上皿取込口
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が設けられている。上皿１５に貯留された遊技球は、貯留通路１５ｂにより前記上皿取込
口へ案内されるとともに該上皿取込口を介して１球ずつ機内に取り込まれ、遊技盤ＹＢに
向けて発射される。遊技盤ＹＢに向けて発射される遊技球は、発射ハンドル１９の回動量
に応じて発射の強弱が設定される。
【００１４】
　遊技盤ＹＢの遊技領域Ｈ１のほぼ中央（センター）には、各種の表示器や各種の飾りを
施した表示枠体（センター役物）２０が装着されている。表示枠体２０の略中央には、正
面視横長矩形に開口するセット口２０ａが形成されており、当該セット口２０ａに整合し
て表示枠体２０には液晶ディスプレイ型の画像表示部ＧＨを有する図柄表示装置（表示手
段）としての演出表示装置２１が装着されている。演出表示装置２１には、複数列（本実
施形態では３列）の図柄列を変動させて行う図柄変動ゲームを含み、該ゲームに関連して
実行される各種の表示演出（遊技演出）が画像表示されるようになっている。本実施形態
において演出表示装置２１の図柄変動ゲームでは、複数列（本実施形態では３列）の図柄
からなる図柄組み合わせを導出する。なお、演出表示装置２１の図柄変動ゲームは、表示
演出を多様化するための飾り図柄（演出図柄）を用いて行われる。また、表示枠体２０の
右方領域には、回転動作可能な花形（桜を模した）の可動体２０ｂが配設されている。
【００１５】
　また、表示枠体２０の左下方には、図柄表示装置（表示手段）としての特別図柄表示装
置２２が設けられている。特別図柄表示装置２２は、例えば７セグメントＬＥＤ型の発光
装置から構成されている。特別図柄は、大当りか否かの内部抽選（大当り抽選）の結果を
示す報知用の図柄である。そして、本実施形態では、特別図柄として、１００種類の大当
り図柄と、１種類のはずれ図柄が用意されている。
【００１６】
　演出表示装置２１と特別図柄表示装置２２では、図柄変動ゲームの開始により同時に図
柄（特別図柄と飾り図柄）の変動が開始される。具体的には、図柄変動ゲームの開始に伴
って、特別図柄表示装置２２では特別図柄の変動が開始する一方で、演出表示装置２１で
は各列の飾り図柄の変動が開始する。そして、演出表示装置２１と特別図柄表示装置２２
には、大当り抽選の抽選結果に基づき、図柄変動ゲームの終了によって同時に大当り図柄
又ははずれ図柄が確定的に停止表示される。このとき、特別図柄表示装置２２と演出表示
装置２１では、大当り抽選の抽選結果が大当りである場合には何れの表示装置にも大当り
図柄が確定的に停止表示（確定停止表示）され、大当り抽選の抽選結果がはずれである場
合には何れの表示装置にもはずれ図柄が確定停止表示される。大当り図柄は、大当り抽選
の抽選結果が大当りである場合に図柄変動ゲームで確定停止表示されるものであり、はず
れ図柄は、大当り抽選の抽選結果がはずれである場合に図柄変動ゲームで確定停止表示さ
れるものである。
【００１７】
　本実施形態において演出表示装置２１の図柄変動ゲームで導出される大当り図柄とはず
れ図柄は、各列に導出された飾り図柄の組み合わせによって構成されるとともに、例えば
、大当り図柄は全列が同一の飾り図柄からなる組み合わせで構成される一方で、はずれ図
柄は全列が同一の飾り図柄にならない組み合わせで構成される。本実施形態において演出
表示装置２１には、各列毎に、「１」～「８」までの数字が装飾された図柄が飾り図柄と
して表示されるようになっている。本実施形態では、特別図柄表示装置２２で大当り図柄
が導出される場合に、全列が同一の飾り図柄からなる組み合わせで構成される図柄組み合
わせが遊技者に大当りを視認させることができる大当り図柄である。
【００１８】
　また、本実施形態において、演出表示装置２１における各列は、図柄変動ゲームが開始
すると、予め定めた変動方向（縦スクロール方向）に沿って飾り図柄が変動表示されるよ
うになっている。そして、図柄変動ゲームが開始すると（各列の飾り図柄が変動を開始す
ると）、演出表示装置２１において遊技者側から見て左列（左図柄）→右列（右図柄）→
中列（中図柄）の順に飾図が停止表示されるようになっている。そして、一旦停止表示さ
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れた左図柄と右図柄が同一種類の場合には、その図柄組み合わせ（［１↓１］など、「↓
」は変動中を示す）からリーチ状態を認識できる。リーチ状態は、複数列のうち、特定列
（本実施形態では左列と右列）の飾図が同一種類となって一旦停止表示され、かつ前記特
定列以外の列（本実施形態では中列）の飾図が変動表示されている状態である。このリー
チ状態を認識できる図柄組み合わせが飾図によるリーチの図柄組み合わせとなる。また、
本実施形態のパチンコ遊技機１０では、図柄変動ゲームの開始後、最初に飾図を一旦停止
表示させる左列が第１停止図柄列になるとともに、次に飾図を一旦停止表示させる右列が
第２停止図柄列になり、さらに最後に飾図を一旦停止表示させる中列が第３停止図柄列と
なる。
【００１９】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、演出表示装置２１の表示領域（画像表示
面）を特別図柄表示装置２２の表示領域よりも大きく形成し、演出表示装置２１を遊技者
の正面に目立つように配置している。このため、遊技者は、特別図柄表示装置２２よりも
自身の目の前で多彩な画像によって表示演出が行われる演出表示装置２１の表示内容に注
目し、該演出表示装置２１の図柄変動ゲームで導出されて確定停止表示される図柄組み合
わせから大当り又ははずれを認識し得るように構成されている。
【００２０】
　また、表示枠体２０の下方の遊技領域Ｈ１には、遊技球の入球口２３ａを有する始動入
賞口２３が配置されている。始動入賞口２３の奥方には、入球した遊技球を検知する始動
口スイッチＳＷ１（図２に示す）が配設されている。始動入賞口２３は、入球した遊技球
を検知することにより、図柄変動ゲームの始動条件と予め定めた個数の賞球としての遊技
球の払出条件を付与し得る。
【００２１】
　また、始動入賞口２３の下方の遊技領域Ｈ１には、図示しないアクチュエータ（ソレノ
イド、モータなど）の作動により開閉動作を行う大入賞口扉２４を備えた大入賞口２５が
配設されている。大入賞口２５の奥方には、入球した遊技球を検知するセンサ（図示しな
い）が配設されている。大入賞口２５は、入球した遊技球を検知することにより、予め定
めた個数の賞球としての遊技球の払出条件を付与し得る。
【００２２】
　そして、大当り遊技が付与されると、大入賞口扉２４が開動作して大入賞口２５が開放
され、その開放により遊技球の入球が許容される。このため、遊技者は、多数の賞球を獲
得できるチャンスを得ることができる。本実施形態において大当り遊技は、多数の賞球を
獲得できるチャンスを得られることから、遊技者に有利な状態となる。そして、この大当
り遊技は、内部抽選で大当りが決定し、図柄変動ゲームにて大当り図柄が確定停止表示さ
れることを契機に付与される。
【００２３】
　大当り遊技は、内部抽選で大当りを決定し、図柄変動ゲームで大当り図柄が確定停止表
示されて該ゲームの終了後、開始される。大当り遊技が開始すると、最初に大当り遊技の
開始を示すオープニング演出が行われる。オープニング演出終了後には、大入賞口扉２４
の開動作により大入賞口２５が開放されるラウンド遊技が予め定めた規定ラウンド数（ラ
ウンド遊技の上限回数）を上限として複数回行われる。１回のラウンド遊技は、ラウンド
遊技が開始してから予め定めたラウンド遊技時間が経過する、又は予め定めた入球上限個
数の遊技球が入球するの何れか一方の条件を満たすことにより終了する。そして、大当り
遊技は、規定ラウンド数のラウンド遊技の終了後に大当り遊技の終了を示すエンディング
演出が行われて終了する。
【００２４】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１０には、その機前面側に遊技者及び遊技場の従業
員が操作可能な演出用操作手段としての演出用ボタン２６が配置されている。本実施形態
において演出用ボタン２６は、押しボタン式とされており、上皿１５の上面１５ｃに配置
されている。演出用ボタン２６は、所定のタイミング（例えば、図柄変動ゲーム中、大当
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り遊技中やデモンストレーション中など）に、その操作が有効とされるようになっている
。そして、演出用ボタン２６の操作が有効である場合には演出用ボタン２６に内蔵した図
示しないランプが点灯するとともに、演出用ボタン２６の操作が無効である場合には演出
用ボタン２６に内蔵したランプが消灯するようになっている。
【００２５】
　次に、パチンコ遊技機１０の電気的構成について図２にしたがって説明する。
　パチンコ遊技機１０の機裏側には、パチンコ遊技機１０全体を制御する主制御基板４０
が装着されている。主制御基板４０は、パチンコ遊技機１０全体を制御するための各種処
理を実行し、該処理結果に応じて遊技を制御するための各種の制御指令としての制御信号
（制御コマンド）を演算処理し、該制御信号（制御コマンド）を出力する。また、機裏側
には、サブ統括制御基板４１と、演出表示制御基板４２と、音声・ランプ制御基板４３が
装着されている。サブ統括制御基板４１は、主制御基板４０が出力した制御信号（制御コ
マンド）に基づき、演出表示制御基板４２、及び音声・ランプ制御基板４３を統括的に制
御する。演出表示制御基板４２は、主制御基板４０とサブ統括制御基板４１が出力した制
御信号（制御コマンド）に基づき、演出表示装置２１の表示態様（図柄、背景、文字など
の表示画像など）及び可動体２０ｂの動作態様を制御する。また、音声・ランプ制御基板
４３は、主制御基板４０とサブ統括制御基板４１が出力した制御信号（制御コマンド）に
基づき、ランプ部１６の発光態様（点灯（点滅）／消灯のタイミングなど）及びスピーカ
１７の音声出力態様（音声出力のタイミングなど）を制御する。
【００２６】
　以下、主制御基板４０、サブ統括制御基板４１、演出表示制御基板４２について、その
具体的な構成を説明する。
　主制御基板４０には、制御動作を所定の手順で実行することができる主制御用ＣＰＵ４
０ａと、主制御用ＣＰＵ４０ａの制御プログラムを格納する主制御用ＲＯＭ４０ｂと、必
要なデータの書き込み及び読み出しができる主制御用ＲＡＭ４０ｃが設けられている。主
制御用ＣＰＵ４０ａには、主制御用ＲＯＭ４０ｂと主制御用ＲＡＭ４０ｃが接続されてい
る。また、主制御用ＣＰＵ４０ａには、始動入賞口２３に入球した遊技球を検知する始動
口スイッチＳＷ１が接続されている。また、主制御用ＣＰＵ４０ａには、特別図柄表示装
置２２が接続されている。また、主制御用ＣＰＵ４０ａは、大当り判定用乱数、大当り図
柄用乱数、変動パターン振分用乱数や当り判定用乱数などの各種乱数の値を所定の周期毎
に更新し、更新後の値を主制御用ＲＡＭ４０ｃの設定領域に記憶（設定）することで更新
前の値を書き換えており、乱数更新処理（乱数生成処理）を実行する。大当り判定用乱数
は、大当りとするか否かの大当り抽選（大当り判定）で用いる乱数である。大当り図柄用
乱数は、大当りとする場合に特別図柄表示装置２２に確定停止表示させる特別図柄として
の大当り図柄を決定する際に用いる乱数である。変動パターン振分用乱数は、図柄変動ゲ
ームの変動時間と演出内容（大当り演出、はずれ演出など）を決定する際に用いる乱数で
ある。また、本実施形態の主制御用ＣＰＵ４０ａはタイマ機能を搭載しており、所定のタ
イミング（例えば、図柄変動ゲームを開始するタイミング）で時間を計測する。
【００２７】
　主制御用ＲＯＭ４０ｂには、前記制御プログラムに加え、複数種類の変動パターンと各
種判定値（大当り判定値など）が記憶されている。変動パターンは、演出表示装置２１及
び特別図柄表示装置２２において図柄の変動開始による図柄変動ゲームが開始してから、
演出表示装置２１及び特別図柄表示装置２２において図柄が確定停止表示されて図柄変動
ゲームが終了するまでの変動時間と演出内容を特定するためのパターンである。この変動
パターンに基づき特別図柄表示装置２２では、特別図柄の変動が開始してから、変動パタ
ーンに定める変動時間の経過時に変動が停止し、大当り図柄又ははずれ図柄が確定停止表
示される図柄変動ゲームが実行される。一方、変動パターンに基づき演出表示装置２１で
は、飾り図柄の変動が開始してから、変動パターンで特定される演出内容で各種遊技演出
が行われるとともに変動パターンに定める変動時間の経過時に変動が停止し、大当り図柄
又ははずれ図柄を確定停止表示させる図柄変動ゲームが実行される。そして、変動パター
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ンは、大当り演出用、はずれ演出用からなる演出内容毎に分類されている。
【００２８】
　変動パターンは、図４に示すように、大当り抽選に当選した際に選択される大当り演出
用の変動パターンＰ１，Ｐ２がある。また、変動パターンは、大当り抽選に当選しなかっ
たはずれの場合に選択されるはずれリーチ演出用の変動パターンＰ３，Ｐ４とはずれ演出
用（はずれリーチなし演出用）の変動パターンＰ５がある。なお、図４は、本実施形態の
パチンコ遊技機１０において、主制御用ＲＯＭ４０ｂに記憶されている変動パターンの一
部を示している。
【００２９】
　大当り演出用の変動パターンＰ１，Ｐ２に基づき行われる大当り演出は、図柄変動ゲー
ムが、リーチ演出を経て、最終的に大当りの図柄組み合わせを確定停止表示させるように
展開される大当り演出である。また、はずれ変動パターンＰ３，Ｐ４に基づき行われるは
ずれリーチ演出は、図柄変動ゲームが、リーチ演出を経て、最終的にはずれの図柄組み合
わせを確定停止表示させるように展開される演出である。また、はずれ演出用の変動パタ
ーンＰ５に基づき行われるはずれ演出は、図柄変動ゲームが、リーチ演出を経ることなく
最終的にはずれの図柄組み合わせを確定停止表示させるように展開される演出である。リ
ーチ演出は、演出表示装置２１の飾り図柄による図柄変動ゲームにおいて、リーチの図柄
組み合わせとなるリーチ状態が形成されてから、最終的に図柄組み合わせ（大当りの図柄
組み合わせ又ははずれの図柄組み合わせ）が導出される迄の間に行われる演出である。な
お、はずれ演出用の変動パターンＰ５に基づき行われるはずれ演出は、図柄変動ゲームの
開始後、各列の図柄を予め定めた変動停止順序（例えば、左列→右列→中列）にしたがっ
て変動を停止させて各列に図柄を導出させる通常変動によるはずれ演出である。
【００３０】
　以下、各変動パターンＰ１～Ｐ５について説明する。

　大当り演出用の変動パターンＰ１，Ｐ２に基づき図柄変動ゲームが行われた場合、特別
図柄表示装置２２及び演出表示装置２１において、夫々に大当りを認識できる大当り図柄
及び大当りの図柄組み合わせが最終的に表示されるようになっている。また、はずれリー
チ演出用の変動パターンＰ３，Ｐ４に基づき図柄変動ゲームが行われると、特別図柄表示
装置２２及び演出表示装置２１において、夫々にはずれ図柄及びはずれ（はずれリーチ）
の図柄組み合わせが最終的に表示されるようになっている。なお、特別図柄表示装置３０
では、図柄変動ゲームが開始されると、リーチ演出を行うことなく、変動時間の経過時ま
で図柄の変動が継続される。また、はずれ演出用の変動パターンＰ５に基づき図柄変動ゲ
ームが行われると、特別図柄表示装置２２及び演出表示装置２１において、変動表示後、
夫々にはずれ図柄及びはずれの図柄組み合わせが最終的に表示されるようになっている。
【００３１】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、変動パターンＰ１には、リーチ変動を
行う大当り演出のパターンが対応付けされている。また、変動パターンＰ２には、リーチ
変動を行うとともにリーチ演出で、飾り図柄によるはずれの図柄組み合わせを一旦停止表
示させた後、復活演出（本実施形態では後述する「襖開放演出」の復活パターン又は非復
活逆転パターン）を伴い一旦停止表示させた図柄組み合わせを大当りの図柄組み合わせに
変化させる大当り演出のパターンが対応付けされている。また、変動パターンＰ３には、
リーチ変動を行うはずれリーチ演出のパターンが対応付けされている。また、変動パター
ンＰ４には、リーチ変動を行うとともにリーチ演出で、飾り図柄によるはずれの図柄組み
合わせを一旦停止表示させた後、非復活演出（本実施形態では後述する「襖開放演出」の
非復活パターン）を伴い一旦停止表示させたはずれの図柄組み合わせを最終的に確定停止
表示させるはずれリーチ演出のパターンが対応付けされている。
【００３２】
　また、本実施形態では、リーチ変動を伴う変動パターンＰ１～Ｐ４では、互いに同一種
類のリーチ変動が特定されるようになっている。また、変動パターンＰ２，Ｐ４と変動パ
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ターンＰ１，Ｐ３とでは、「襖開放演出（復活パターン、非復活逆転パターン及び非復活
パターン）」を伴うか否かが異なるのみで、「襖開放演出」までの展開を同一展開になる
ように構成されている。また、変動パターンＰ２と変動パターンＰ４とでは、「襖開放演
出」を伴う結果、確定停止表示される図柄組み合わせが大当りの図柄組み合わせであるか
はずれの図柄組み合わせであるかが異なるのみで、図柄組み合わせが確定停止表示される
までの展開を同一展開になるように構成されている。このため、本実施形態のパチンコ遊
技機１０では、図柄変動ゲームの演出内容を視認しても、はずれの図柄組み合わせが導出
された後、「襖開放演出」が実際に実行されるまでの間、「襖開放演出」の実行を遊技者
に認識させないようになっており、図柄変動ゲームが大当り演出及びはずれリーチ演出の
いずれかを遊技者に認識させないようなっている。
【００３３】
　大当り判定値は、大当り判定で用いる判定値であり、大当り判定用乱数の取り得る数値
の中から定められている。そして、本実施形態では、通常状態時に大当り判定で肯定判定
される割合、すなわち通常状態時の大当りの当選確率を４／１２２４３（約３００分の１
）とし、確変状態時に大当り判定で肯定判定される割合、すなわち確変状態時の大当りの
当選確率を４０／１２２４３（約３０分の１）の通常状態時の１０倍となるように判定値
を振分けている。
【００３４】
　次に、サブ統括制御基板４１について説明する。
　サブ統括制御基板４１には、制御動作を所定の手順で実行することができる統括制御用
ＣＰＵ４１ａと、統括制御用ＣＰＵ４１ａの制御プログラムを格納する統括制御用ＲＯＭ
４１ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる統括制御用ＲＡＭ４１ｃが設け
られている。統括制御用ＣＰＵ４１ａには、統括制御用ＲＯＭ４１ｂと統括制御用ＲＡＭ
４１ｃが接続されているとともに、演出用ボタン２６が接続されている。そして、統括制
御用ＣＰＵ４１ａは、各種演出を決定するために用いる各種乱数の値を所定の周期毎に更
新し、更新後の値を統括制御用ＲＡＭ４１ｃの設定領域に記憶（設定）することで更新前
の値を書き換えており、乱数更新処理（乱数生成処理）を実行する。また、本実施形態の
統括制御用ＣＰＵ４１ａはタイマ機能（タイマ）を搭載しており、所定のタイミング（例
えば、図柄変動ゲームを開始するタイミングやデモ演出を開始するタイミング）で時間を
計測する。
【００３５】
　統括制御用ＲＯＭ４１ｂには、前記制御プログラムに加え、各種演出を決定する際に参
照する各種テーブルが記憶されている。なお、各種テーブルについての詳細は、後述する
。
【００３６】
　次に、演出表示制御基板４２について説明する。
　演出表示制御基板４２には、制御動作を所定の手順で実行することができる表示制御用
ＣＰＵ４２ａと、表示制御用ＣＰＵ４２ａの制御プログラムを格納する表示制御用ＲＯＭ
４２ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる表示制御用ＲＡＭ４２ｃが設け
られている。表示制御用ＣＰＵ４２ａには、表示制御用ＲＯＭ４２ｂと、表示制御用ＲＡ
Ｍ４２ｃが接続されている。また、表示制御用ＣＰＵ４２ａには、演出表示装置２１が接
続されているともに可動体２０ｂが接続されている。また、本実施形態の表示制御用ＣＰ
Ｕ４２ａはタイマ機能を搭載しており、所定のタイミング（例えば、図柄変動ゲームを開
始するタイミング）で時間を計測する。表示制御用ＲＯＭ４２ｂには、各種の画像データ
（図柄、背景、文字、キャラクタなどの画像データ）や各種の動作パターン（可動体２０
ｂの動作態様）が記憶されている。なお、表示制御用ＲＯＭ４２ｂには、統括制御用ＣＰ
Ｕ４１ａによって実行が指示される各種演出に応じて実行させる内容を特定したりするテ
ーブルなどが記憶されている。
【００３７】
　以下、主制御基板４０、サブ統括制御基板４１、及び演出表示制御基板４２が実行する
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制御内容を説明する。
　最初に、主制御基板４０について説明する。
【００３８】
　主制御基板４０の主制御用ＣＰＵ４０ａは、始動入賞口２３へ遊技球が入球し、該遊技
球を検知した始動口スイッチＳＷ１が出力する検知信号を入力すると、主制御用ＲＡＭ４
０ｃに記憶されている特別図柄用の保留記憶数が上限数（本実施形態では４）未満である
か否かの保留判定を行う。保留判定の判定結果が肯定（特別図柄用の保留記憶数＜４）の
場合、主制御用ＣＰＵ４０ａは、特別図柄用の保留記憶数を１加算（＋１）し、特別図柄
用の保留記憶数を書き換える。また、主制御用ＣＰＵ４０ａは、保留判定を肯定判定して
いる場合、大当り判定用乱数の値と大当り図柄用乱数の値を主制御用ＲＡＭ４０ｃから取
得し、その取得した大当り判定用乱数の値と大当り図柄用乱数の値を特別図柄用の保留記
憶数に対応付けて主制御用ＲＡＭ４０ｃの所定の記憶領域に格納する。なお、主制御用Ｃ
ＰＵ４０ａは、保留判定の判定結果が否定（保留記憶数＝４）の場合、上限数を超える特
別図柄用の保留記憶数の書き換えを行わないとともに、大当り判定用乱数の値と大当り図
柄用乱数の値を取得しない。
【００３９】
　そして、主制御用ＣＰＵ４０ａは、大当り遊技中ではなく、かつ図柄変動ゲームの実行
中でない場合、図柄変動ゲームの開始直前に、主制御用ＲＡＭ４０ｃの所定の記憶領域に
格納した大当り判定用乱数の値を読み出し、その読み出した大当り判定用乱数の値と主制
御用ＲＯＭ４０ｂに記憶されている大当り判定値とを比較し、大当りか否かの大当り判定
（大当り抽選）を行う。大当り判定の判定結果が肯定（大当り判定用乱数の値と大当り判
定値とが一致）の場合、主制御用ＣＰＵ４０ａは、大当りを決定する。大当りを決定した
主制御用ＣＰＵ４０ａは、大当り図柄用乱数の値をもとに、特別図柄表示装置２２で行わ
れる図柄変動ゲームで確定停止表示させる大当り図柄（特別図柄）を決定する。そして、
大当り図柄を決定した主制御用ＣＰＵ４０ａは、決定した大当り図柄を主制御用ＲＡＭ４
０ｃに記憶する。また、大当りを決定した主制御用ＣＰＵ４０ａは、変動パターン振分用
乱数の値を主制御用ＲＡＭ４０ｃから取得し、該値に対応する変動パターンを大当り演出
用の変動パターンの中から選択して決定する。
【００４０】
　一方、主制御用ＣＰＵ４０ａは、大当り判定の判定結果が否定（大当り判定用乱数の値
と大当り判定値とが不一致）の場合、はずれを決定する。そして、はずれを決定した主制
御用ＣＰＵ４０ａは、特別図柄表示装置２２に確定停止表示させる特別図柄としてはずれ
図柄を決定する。また、はずれを決定した主制御用ＣＰＵ４０ａは、はずれリーチ演出を
実行するか否かを決定する。この判定結果が肯定（はずれリーチ演出を実行する）の場合
、主制御用ＣＰＵ４０ａは、変動パターン振分用乱数の値を主制御用ＲＡＭ４０ｃから取
得し、その取得した値に対応する変動パターンをはずれリーチ演出用の変動パターンの中
から選択して決定する。一方、主制御用ＣＰＵ４０ａは、はずれリーチ演出を実行するか
否かの判定結果が否定（はずれリーチ演出を実行しない）の場合、変動パターン振分用乱
数の値を主制御用ＲＡＭ４０ｃから取得し、その取得した値に対応する変動パターンをは
ずれ演出用の変動パターンの中から選択して決定する。
【００４１】
　特別図柄及び変動パターンを決定した主制御用ＣＰＵ４０ａは、所定の制御コマンドを
所定のタイミングでサブ統括制御基板４１（統括制御用ＣＰＵ４１ａ）に出力する。具体
的に言えば、主制御用ＣＰＵ４０ａは、変動パターンを指示するとともに図柄変動ゲーム
の開始を指示する変動パターン指定コマンドを最初に出力する。次に、主制御用ＣＰＵ４
０ａは、特別図柄を指示する特別図柄用の停止図柄指定コマンドを出力する。そして、主
制御用ＣＰＵ４０ａは、指示した変動パターンに定められている変動時間の経過時に、図
柄変動ゲームの終了（図柄の確定停止）を指示する図柄停止コマンドを出力する。また、
主制御用ＣＰＵ４０ａは、図柄変動ゲームの開始時に特別図柄用の保留記憶数を１減算（
－１）し、特別図柄用の保留記憶数を書き換える。そして、主制御用ＣＰＵ４０ａは、図
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柄変動ゲームの開始に伴って特別図柄表示装置２２の表示内容を制御する。すなわち、主
制御用ＣＰＵ４０ａは、図柄変動ゲームの開始により特別図柄の変動を開始させ、決定し
た変動パターンに定められている変動時間の経過時に決定した特別図柄（大当り図柄又は
はずれ図柄）を確定停止表示させる。
【００４２】
　また、主制御用ＣＰＵ４０ａは、大当りを決定した場合、大当り演出用の変動パターン
に基づく図柄変動ゲームの終了後、大当り遊技に係る制御（オープニング演出などの演出
指示や大入賞口扉２４開閉動作の制御）を実行する。
【００４３】
　次に、サブ統括制御基板４１について説明する。
　統括制御用ＣＰＵ４１ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、該コマンドを演
出表示制御基板４２、及び音声・ランプ制御基板４３に出力する。また、統括制御用ＣＰ
Ｕ４１ａは、特別図柄用の停止図柄指定コマンドを入力すると、該コマンドに対応する特
別図柄の停止図柄指定に応じて演出表示装置２１に停止表示させる図柄組み合わせを構成
する飾り図柄を決定する。また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、図柄停止コマンドを入力す
ると、該コマンドを演出表示制御基板４２、及び音声・ランプ制御基板４３に出力する。
そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、１回の図柄変動ゲームが終了されるので、次の図柄
変動ゲームの実行に係る処理に移行する。
【００４４】
　また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、変動パターン指定コマンドで指定された変動パター
ンの種類と停止図柄指定コマンドで指定された停止図柄（特別図柄）の種類から、演出表
示装置２１で実行される図柄変動ゲームにおいて導出する飾り図柄の図柄組み合わせを決
定する。統括制御用ＣＰＵ４１ａは、大当り演出用の変動パターンが指定され、かつ特別
図柄の停止図柄指定が大当り図柄の場合には、最終的に停止表示させる前記図柄組み合わ
せを構成する飾り図柄として大当り図柄を決定する。
【００４５】
　また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、はずれリーチ演出用又ははずれ演出用の変動パター
ンが指定され、特別図柄の停止図柄指定がはずれ図柄の場合には、最終的に確定停止表示
させる前記図柄組み合わせを構成する飾り図柄としてはずれ図柄を決定する。そして、飾
り図柄を決定した統括制御用ＣＰＵ４１ａは、飾り図柄を指示する飾り図柄用の停止図柄
指定コマンドを演出表示制御基板４２に出力する。
【００４６】
　また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、主制御用ＣＰＵ４０ａにより大当り遊技に係るオー
プニング演出などの演出指示がされる場合に、それら演出指示を演出表示制御基板４２及
び音声・ランプ制御基板４３に指示する。
【００４７】
　以下、本実施形態のパチンコ遊技機１０において実行可能な「襖開放演出（復活演出及
び非復活演出）」について、図３，図５～図７に基づいて説明する。
　本実施形態のパチンコ遊技機１０において、演出表示装置２１の画像表示部ＧＨには、
図１に示すように、横並び状態で３列の図柄列が画像表示されている。そして、襖開放演
出は、図柄変動ゲームの開始後、リーチ状態を経由して各図柄列の図柄がはずれの図柄組
み合わせ（大当りを認識し得ない）で一旦停止表示（確定停止表示とは異なり、各図柄列
の図柄が揺れるなどして確定的に停止していない状態）後、演出用ボタン２６の操作（ボ
タン操作）を有効とする操作有効期間を設定し、演出用ボタン２６の操作によって演出表
示装置２１の表示内容を変化させて行う。襖開放演出では、演出用ボタン２６の操作によ
って表示内容としての「襖Ｄ」の襖開放状態が変化する画像を表示し、当該「襖Ｄ」が全
開（開放）する「復活パターン」となることを「大当り確定」として予告する。また、襖
開放演出では、演出用ボタン２６の操作によって「襖Ｄ」が全開（開放）しないが「襖Ｄ
」が壊わされる「非復活逆転パターン」となることを「大当り確定」として予告する。そ
の一方で、襖開放演出では、演出用ボタン２６の操作によって「襖Ｄ」が全開（開放）し
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ないで「襖Ｄ」が壊されない「非復活パターン」となることを「はずれ確定」として予告
する。
【００４８】
　図３（ａ）～（ｈ）は、襖開放演出の流れと、「襖Ｄ」の襖開放状態に対応して表示さ
れる画像表示部ＧＨ（演出表示装置２１）の表示態様を示す。
　図３（ａ）は、襖開放演出の開始時における画像表示部ＧＨの表示態様である。画像表
示部ＧＨでは、左右側から「襖Ｄ」がそれぞれに画像表示部ＧＨの中心に向って表示画面
全体を覆い隠すように出現する。そして、襖開放演出の開始時には、演出用ボタン２６の
操作有効期間が設定されることに伴って、演出用ボタン２６に内蔵したランプが点灯し、
操作有効期間が設定されていることを遊技者に報知するとともに、演出表示装置２１には
、演出用ボタン２６の操作を促す画像が表示される。本実施形態では、演出用ボタン２６
の操作を促す画像として演出用ボタン２６を模した画像及び「ボタンを連打せよ」という
文字が画像表示される。
【００４９】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０では、図３（ｃ）に示すように、向って左側の襖が画
像表示部ＧＨの左半分を覆い、向って右側の襖が画像表示部ＧＨの右半分を覆うことで、
表示画面全体を覆う状態を「０段階（初期段階）」として、所定の間隔毎に各側の襖が開
放する方向（開方向）に移動可能に構成されている。また、襖開放演出では、画像表示部
ＧＨの各側の襖が移動可能な距離（画像表示部ＧＨの左右方向の長さの半分）を２０分割
した１つ分を前記所定の間隔として、「０段階」から画像表示部ＧＨの「襖Ｄ」が全開（
開放）状態となる「２０段階（最終段階）」までの合計２１段階の開放段階（開放態様）
に進行するようになっている。また、襖開放演出では、「襖Ｄ」の開放段階毎に開放態様
（報知態様）を定め、遊技者に現在の開放段階が何段階目であるかを認識させ得るように
なっている。すなわち、本実施形態においては、開放段階から大当りへの期待度を遊技者
に示唆する「襖Ｄ」が期待度示唆手段となり得る。また、襖開放演出を実際に展開する演
出表示装置２１（画像表示部ＧＨ）が期待度示唆手段となり得る。
【００５０】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、襖開放演出で「襖Ｄ」の開放段階が次
の開放段階に移行するための予め定めた移行条件を満たす毎に順次段階が進行するように
なっている。なお、本実施形態では、「襖Ｄ」の開放段階が途中段階から２０段階（最終
段階）まで一気に変化するパターンも有している。
【００５１】
　襖開放演出の開始時、画像表示部ＧＨには、図３（ｃ）に示すように、全閉した「０段
階」の画像が表示される。続いて、襖開放演出が開始してから、演出用ボタン２６の操作
態様（操作回数）が予め定めた移行条件を満たすと、画像表示部ＧＨには、各側の襖が開
方向に対してそれぞれ前記所定の間隔だけ移動することで全開状態に対して襖が２／４０
（１／２０（左側移動分）＋１／２０（右側移動分））開放した「襖Ｄ」の画像が表示さ
れる。さらに、演出用ボタン２６が操作され、演出用ボタン２６の操作態様（操作回数）
が予め定めた移行条件を満たすと、画像表示部ＧＨには、各側の襖が開方向に対してそれ
ぞれ前記所定の間隔だけさらに移動することで全開状態に対して襖が４／４０開放した「
襖Ｄ」の画像が表示される。
【００５２】
　そして、演出用ボタン２６が操作され、演出用ボタン２６の操作態様（操作回数）が予
め定めた移行条件を満たし、順次、「襖Ｄ」の開放段階が進行する結果、４段階の開放段
階に達すると、画像表示部ＧＨには、図３（ｄ）に示すように、全開状態に対して襖が８
／４０開放した「襖Ｄ」の画像が表示される。さらに、順次、「襖Ｄ」の開放段階が進行
する結果、９段階の開放段階に達すると、画像表示部ＧＨには、図３（ｅ）に示すように
、全開状態に対して襖が１８／４０開放した「襖Ｄ」の画像が表示される。さらに、順次
、「襖Ｄ」の開放段階が進行する結果、１４段階の開放段階に達すると、画像表示部ＧＨ
には、図３（ｆ）に示すように、全開状態に対して襖が２８／４０開放した「襖Ｄ」の画
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像が表示される。さらに、順次、「襖Ｄ」の開放段階が進行する結果、１９段階の開放段
階に達すると、画像表示部ＧＨには、図３（ｇ）に示すように、全開状態に対して襖が３
８／４０開放した「襖Ｄ」の画像が表示される。
【００５３】
　また、図３（ｇ）の状態からさらに演出用ボタン２６が操作され、演出用ボタン２６の
操作態様（操作回数）が予め定めた「全開条件」を満たすと、画像表示部ＧＨには、図３
（ｈ）に示すように、襖が全開状態とされた「襖Ｄ」の画像が表示される。なお、襖開放
演出において、「襖Ｄ」が全開状態に対して襖が３８／４０開放した状態（図３（ｇ）に
示す１９段階）から、全開した状態（図３（ｈ））へ移行するか否かは、内部抽選で襖開
放演出を伴う変動パターンＰ２，Ｐ４に基づく図柄変動ゲームを実行することが決定され
ているか否かとともに、襖開放演出で復活パターンを実行することが決定されているか否
かによって決定される。具体的に言えば、内部抽選で変動パターンＰ２に基づく図柄変動
ゲームを実行することが決定されている場合であって、復活パターンに基づく襖開放演出
を実行することが決定されているときには、演出用ボタン２６の操作態様（操作回数）が
予め定めた「全開条件」を満たすことにより、画像表示部ＧＨには襖が全開状態とされた
「襖Ｄ」の画像が表示される。一方、内部抽選で変動パターンＰ２，Ｐ４に基づく図柄変
動ゲームを実行することが決定されている場合であって、非復活逆転パターン又は非復活
パターンに基づく襖開放演出を実行することが決定されているときには、演出用ボタン２
６を操作しても、画像表示部ＧＨには襖が全開状態とされた「襖Ｄ」の画像が表示されな
い。すなわち、内部抽選で変動パターンＰ２に基づく図柄変動ゲームを実行することが決
定されている場合であって、復活パターンに基づく襖開放演出を実行することが決定され
ていないときには、「襖Ｄ」の開放段階を、１段階～１９段階（２／４０～３８／４０開
放させる）の各段階までの移行条件は成立するが、２０段階の全開条件については成立し
ない制御が行われる。したがって、襖開放演出は、内部抽選で少なくとも変動パターンＰ
２に基づく図柄変動ゲームを実行することが決定されている場合に２０段階（全開状態）
となり得るので、「襖Ｄ」の全開は「大当り確定」を示唆することになる。
【００５４】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、襖開放演出の終了に際し、復活パター
ンに基づく襖開放演出の場合、「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に変化していれば、大当り
の図柄組み合わせが画像表示部ＧＨに画像表示される。また、襖開放演出の終了に際し、
復活パターンに基づく襖開放演出の場合、「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に変化していな
ければ、「襖Ｄ」の画像を一旦、０段階（初期段階）と同様の画像にして「襖Ｄ」が壊さ
れた後に大当りの図柄組み合わせが画像表示部ＧＨに画像表示される非復活逆転パターン
と同一態様になるようになっている。また、襖開放演出の終了に際し、非復活逆転パター
ンに基づく襖開放演出の場合、「襖Ｄ」の画像を一旦、０段階（初期段階）と同様の画像
にして「襖Ｄ」が壊された後に大当りの図柄組み合わせが画像表示部ＧＨに画像表示され
る。また、襖開放演出の終了に際し、非復活パターンに基づく襖開放演出の場合、「襖Ｄ
」の画像を一旦、０段階（初期段階）と同様の画像にして「襖Ｄ」が壊されないで「襖Ｄ
」の全開に伴ってはずれの図柄組み合わせが画像表示部ＧＨに画像表示される。また、本
実施形態のパチンコ遊技機１０では、襖開放演出の実行中、画像表示部ＧＨには、襖の開
放に合わせて開放した「襖Ｄ」の背面から大当りの図柄組み合わせを構成する画像の一部
分を徐序に視認することができるように展開され、「襖Ｄ」の開放が大当りに近づいてい
るということを遊技者に示唆している。すなわち、「襖Ｄ」の開放段階は、開放段階が進
行して変化する毎に、大当りへの期待度が高まることを開放段階毎の開放態様（報知態様
）で遊技者に示唆している。
【００５５】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、襖開放演出の実行中、演出用ボタン２６
の操作によって当該襖開放演出で「全開条件」を成立させ得る（「襖Ｄ」の開放段階が２
０段階に変化し得る）ことを遊技者に予め報知（予告）する先予告演出を実行するように
なっている。そして、先予告演出は、襖開放演出の開始後、当該襖開放演出の開始に伴っ
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て設定される操作有効期間中の演出用ボタン２６の操作によって可動体２０ｂを回転動作
させて行う。先予告演出では、襖開放演出の展開として復活パターンが決定されているこ
とを条件に、演出用ボタン２６の操作によって所定の割合で当選が決定される先予告抽選
を襖開放演出の処理とは別に別途実行し、当該抽選の当選に伴い可動体２０ｂが回転動作
することを「復活パターン確定（大当り確定）」として予告する。なお、本実施形態では
、回転動作することで「襖Ｄ」の開放段階が「全開状態」になり得ることを予め報知（予
告）する可動体２０ｂが先予告実行手段となり得る。
【００５６】
　また、本実施形態では、襖開放演出で「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に一旦変化すると
、演出用ボタン２６の操作を無効と判定するようになっている。また、先予告演出は、襖
開放演出の処理とは別に別途実行されるので、「襖Ｄ」の開放段階が２０段階以外の０段
階～１９段階のいずれの場合にも可動体２０ｂが回転動作する可能性がある。また、先予
告演出では、襖開放演出の展開として復活パターンが決定されている場合であっても、先
予告抽選に当選しないときには可動体２０ｂが回転動作されない。また、先予告演出では
、先予告抽選の当選を決定して可動体２０ｂを回転動作させるものの「襖Ｄ」の開放段階
が２０段階まで変化し得ない場合もあるが、このようなときには可動体２０ｂが回転動作
することを「非復活逆転パターン確定（大当り確定）」として予告する。
【００５７】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、襖開放演出の実行中、演出用ボタン２６
の操作（ボタン操作）によって当該襖開放演出で現在の開放段階にかかわらず一気に「全
開条件」を成立させる（「襖Ｄ」の開放段階を２０段階に変化させる）確定演出を実行す
るようになっている。そして、確定演出は、襖開放演出の開始後、当該襖開放演出の開始
に伴って設定される操作有効期間中の演出用ボタン２６の操作によって「襖Ｄ」の開放段
階を２０段階に変化させるとともに可動体２０ｂを回転動作させて行う。確定演出では、
襖開放演出の展開として復活パターンが決定されていることを条件に、演出用ボタン２６
の操作によって所定の割合で当選が決定される確定演出抽選を襖開放演出の処理及び先予
告演出の処理とは別に別途実行し、当該抽選の当選に伴い「襖Ｄ」が２０段階（全開）に
変化するとともに可動体２０ｂが回転動作することを「復活パターン確定（大当り確定）
」として予告する。
【００５８】
　なお、本実施形態では、襖開放演出で「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に一旦変化すると
、演出用ボタン２６の操作を無効と判定するようになっている。また、確定演出は、襖開
放演出の処理及び先予告演出の処理とは別に別途実行されるので、「襖Ｄ」の開放段階が
２０段階以外の０段階～１９段階のいずれの場合にも一気に２０段階に変化するとともに
可動体２０ｂが回転動作する可能性がある。また、確定演出は、既に可動体２０ｂが回転
動作して先予告演出の実行後であっても確定演出抽選に当選することで実行可能に構成さ
れており、可動体２０ｂの回転動作を継続させつつ「襖Ｄ」の開放段階が一気に２０段階
に変化することで実現される。
【００５９】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、襖開放演出の実行中、当該襖開放演出を
実行させてからの１回目（初回）の演出用ボタン２６の操作を対象として、「襖Ｄ」の開
放段階を０段階から一気に途中段階（本実施形態では、９段階又は１４段階）に変化させ
る初期変化演出を実行するようになっている。初期変化演出は、襖開放演出の開始後、当
該襖開放演出の開始に伴って設定される操作有効期間中の１回目（初回）の演出用ボタン
２６の操作によって「襖Ｄ」の開放段階を９段階又は１４段階のいずれかに変化させるこ
とで行う。初期変化演出では、襖開放演出の展開として決定されているパターン毎に、抽
選態様（各演出結果の当選確率）を異ならせて当選が決定される初期変化抽選を襖開放演
出の処理、先予告演出の処理及び確定演出の処理とは別に別途実行する。
【００６０】
　なお、本実施形態では、初期変化演出で「襖Ｄ」の開放段階が９段階又は１４段階に一
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旦変化すると、これら段階に変化するまでの移行条件を内部的に成立させてきたことと同
等に扱うようになっている。また、初期変化抽選で「襖Ｄ」の開放段階を９段階又は１４
段階に変化させることを決定しない場合、演出用ボタン２６が１回操作されたことと同等
に扱うことで、所定の処理（本実施形態では、０段階→１段階の変化を決定する処理）が
行われるようになっている。
【００６１】
　次に、襖開放演出の実行に係る制御内容を、図５～図８にしたがって説明する。
　統括制御用ＣＰＵ４１ａは、変動パターン指定コマンドに指定される変動パターンの種
類と特別図柄用の停止図柄指定コマンドに指定される特別図柄の種類に基づいて、襖開放
演出の実行可否を特定するとともに、襖開放演出の実行可を特定する場合に当該襖開放演
出の展開を、復活パターン、非復活逆転パターン及び非復活パターンの中から決定する。
【００６２】
　統括制御用ＣＰＵ４１ａは、大当り演出用の変動パターンＰ２が指定されるとともに大
当り図柄が指定される場合、襖開放演出の実行可を特定することで決定し、最終的に大当
りの図柄組み合わせを導出する復活パターン及び非復活逆転パターンのいずれかを当該襖
開放演出の展開として所定の割合で決定するようになっている。また、統括制御用ＣＰＵ
４１ａは、はずれリーチ演出用の変動パターンＰ４が指定されるとともにはずれが指定さ
れる場合、襖開放演出の実行可を特定することで決定し、最終的にはずれの図柄組み合わ
せを導出する非復活パターンを当該襖開放演出の展開として決定するようになっている。
そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、襖開放演出の実行可を決定するとともに当該襖開放
演出の展開を決定すると、決定した内容の演出指示をする演出指示コマンドを該当する図
柄変動ゲームの開始の指示（変動パターン指定コマンド）とともに各制御基板４２，４３
に対して出力する。なお、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、襖開放演出の実行を決定し、復活
パターンの展開を決定する場合に「襖Ｄ」の開放態様を２０段階まで変化させる「全開条
件」を成立させ得る襖開放演出の実行を決定する一方で、非復活逆転パターン及び非復活
パターンの展開を決定する場合に「襖Ｄ」の開放態様を２０段階まで変化させる「全開条
件」を成立させない襖開放演出の実行を決定する。
【００６３】
　その一方で、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、変動パターンＰ２，Ｐ４以外の変動パターン
が指定されると、特別図柄の種類にかかわらず襖開放演出の実行否を特定することで決定
し、襖開放演出の実行を決定しないようになっている。そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａ
は、襖開放演出の実行否を決定すると、襖開放演出の演出指示を各制御基板４２，４３に
対して行わない。
【００６４】
　以下、襖開放演出を伴う図柄変動ゲーム中に実行する統括制御用ＣＰＵ４１ａの制御内
容を説明する。
　統括制御用ＣＰＵ４１ａは、襖開放演出を伴う変動パターンに基づく図柄変動ゲームの
襖開放演出を開始させる所定のタイミングで操作有効期間を設定する。統括制御用ＣＰＵ
４１ａは、操作有効期間を設定すると、その旨を示す有効期間設定コマンドを各制御基板
４２，４３に出力するとともに演出用ボタン２６に内蔵されているランプを消灯→点灯へ
切替制御する。
【００６５】
　そして、操作有効期間を設定した統括制御用ＣＰＵ４１ａは、操作有効期間の終了時ま
での所定周期毎（本実施形態では２００ｍｓ毎）に、演出用ボタン２６のボタン操作がさ
れたか否か、すなわち当該所定周期において演出用ボタン２６の操作信号がＯＦＦ→ＯＮ
へ立ち上がったか否かを判定する。具体的に言えば、図５に示すように、統括制御用ＣＰ
Ｕ４１ａは、期間Ｔ２の間に演出用ボタン２６が操作された場合、操作に基づく各種処理
（例えば、操作されたことを示す情報（フラグなど）を統括制御用ＲＡＭ４１ｃに記憶す
る）を実行する。なお、本実施形態では、演出用ボタン２６が操作されたことを示す情報
を、期間Ｔ２の間の操作が複数回であっても、操作されたか否かの情報のみを統括制御用
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ＲＡＭ４１ｃに記憶するため、複数回の操作のうち期間Ｔ２が到来してから最も先の操作
のみに基づき設定する。但し、演出用ボタン２６の操作が期間Ｔ２の間に複数回される場
合、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、複数回のそれぞれの操作のタイミングで操作信号の変化
（ＯＦＦ→ＯＮ）を検知可能になっており、操作信号の変化検知に基づく処理をその都度
行うことは可能とされている。
【００６６】
　続いて、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、期間Ｔ１の到来に伴って、直前の期間Ｔ２の間に
演出用ボタン２６が操作されたか否かを統括制御用ＲＡＭ４１ｃに記憶された情報に基づ
いて判定し、演出用ボタン２６が操作されていれば操作に基づく各種処理を実行し、各種
処理結果に基づいた演出指示をする演出指示コマンドを期間Ｔ１の間に各制御基板４２，
４３に出力する。統括制御用ＣＰＵ４１ａは、演出用ボタン２６の操作による各種処理結
果に基づいた演出指示コマンドを各制御基板４２，４３に出力することで、期間Ｔ２の間
に演出用ボタン２６が操作された旨を各制御基板４２，４３に特定させることとなる。な
お、図５においては、期間Ｔ１を説明上、視認し易くするため幅を持たせて示しているが
、実際には非常に短い期間（例えば、統括制御用ＣＰＵ４１ａが周期処理を実行する実行
周期（処理間隔）の２ｍｓ）である。また、本実施形態では、期間Ｔ２は、演出用ボタン
２６の操作を検知する（有効と判定し得る）期間であって、期間Ｔ１は、演出用ボタン２
６の操作に基づく演出の指示内容を決定して演出指示する期間である。また、本実施形態
において、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、操作有効期間を設定してから１００００ｍｓの経
過時に操作有効期間を終了させるようになっており、図５に示すように、最大期間Ｔ３を
上限とする期間を操作有効期間と定めている。
【００６７】
　そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、期間Ｔ２において演出用ボタン２６が操作されて
操作信号の変化を検知する場合、復活パターンを決定していることを条件に、「襖Ｄ」の
開放段階が２０段階に変化していない、且つ確定演出抽選に当選していないときに、操作
信号の変化を検知する毎に確定演出抽選を実行するようになっている。統括制御用ＣＰＵ
４１ａは、図６（ａ）に示すように、確定演出抽選を、当選する割合を８／２５１、非当
選する割合を２４３／２５１となるように乱数を振分けた乱数抽選により実行する。そし
て、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、確定演出抽選の当選を決定する場合に、その旨を示す情
報（フラグなど）を統括制御用ＲＡＭ４１ｃに記憶する。なお、統括制御用ＣＰＵ４１ａ
は、確定演出抽選の当選の決定後、以降の演出用ボタン２６の操作を無効と判定するよう
になっており、演出用ボタン２６の操作信号の変化を検知したとしても検知していない場
合と同様に処理を行うようになっている。
【００６８】
　続いて、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、期間Ｔ１の到来時に期間Ｔ２で演出用ボタン２６
が操作されている場合、確定演出抽選に当選している旨の情報が統括制御用ＲＡＭ４１ｃ
に記憶されているときに、確定演出の実行を指示する演出指示コマンドを各制御基板４２
，４３に出力する。そして、確定演出の実行を指示した統括制御用ＣＰＵ４１ａは、以降
の演出用ボタン２６の操作を無効と判定する。
【００６９】
　また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、期間Ｔ１の到来時に期間Ｔ２で演出用ボタン２６が
操作されている場合、確定演出抽選に当選していないときには、復活パターンを決定して
いることを条件に、「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に変化していないときに、先予告抽選
を実行するようになっている。すなわち、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、復活パターンを決
定していることを条件として、期間Ｔ１の先に訪れる直前の期間Ｔ２の演出用ボタン２６
の操作に基づく確定演出抽選の８／２５１に当選しない場合に先予告抽選を実行するよう
になっている。統括制御用ＣＰＵ４１ａは、図６（ｂ）に示すように、先予告抽選を、当
選する割合を１／２５１、非当選する割合を２５０／２５１となるように乱数を振分けた
乱数抽選により実行する。そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、先予告抽選の当選を決定
する場合に、先予告演出の実行を指示する演出指示コマンドを各制御基板４２，４３に出
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力する。なお、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、先予告演出の実行を指示する演出指示コマン
ドを出力する場合に、「襖Ｄ」の開放段階の変化を指示する演出指示コマンドも出力する
ときにはこれら指示の異なる演出指示コマンドを個々に出力することで、可動体２０ｂに
係る演出指示と演出表示装置２１に係る演出指示とを個々に行うようになっている。
【００７０】
　その一方で、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、先予告抽選の当選を決定しない場合に、現在
の「襖Ｄ」の開放段階から次段階の開放段階に移行する移行条件を満たしているか否かを
判定する。移行条件は、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、襖開放演出の展開とし
て決定されているパターンに基づいて、「襖Ｄ」の開放段階毎に、襖開放演出が開始され
てからの演出用ボタン２６の操作回数に従ってそれぞれ設定されている。なお、ここで言
う演出用ボタン２６の操作回数とは、期間Ｔ１で演出用ボタン２６が操作されていると判
定されることに基づいて、その旨を示すこととなる演出指示コマンドが出力された回数で
あって、期間Ｔ２で演出用ボタン２６が２回以上操作されている場合であっても移行条件
としてカウントされる回数は期間Ｔ１で演出指示がされる１回となる。すなわち、本実施
形態では、期間Ｔ１の到来毎に操作回数を１回だけカウントし得るようになっている。
【００７１】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０では、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すように、「襖
Ｄ」開放段階毎に次段階への条件回数を定めることで移行条件を定めている。図７（ａ）
は、非復活逆転パターン及び非復活パターンにおける移行条件を示しており、図７（ｂ）
は、復活パターンにおける移行条件を示している。図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すよう
に、「襖Ｄ」の開放段階が０段階～１８段階においては、各段階に変化してから演出用ボ
タン２６が１回（条件回数）操作されることを移行条件の成立として次段階に変化させる
ようになっている。すなわち、「襖Ｄ」の開放態様が０段階における演出用ボタン２６の
操作回数が１回で、襖開放演出が開始されてから（操作有効期間が設定されてから）の演
出用ボタン２６の累積操作回数が１回となると、０段階→１段階に変化する移行条件が成
立することとなる。また、「襖Ｄ」の開放態様が１段階における演出用ボタン２６の操作
回数が１回で、襖開放演出が開始されてから（操作有効期間が設定されてから）の演出用
ボタン２６の累積操作回数が２回となると、１段階→２段階に変化する移行条件が成立す
ることとなる。このように、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、「襖Ｄ」の開放段階
が０段階～１８段階の場合、演出用ボタン２６が操作（１回（条件回数）操作）される毎
に「襖Ｄ」の開放段階が１段階変化するとともに、襖開放演出が開始されてから（操作有
効期間が設定されてから）の演出用ボタン２６の累積操作回数が１回増加することとなる
。
【００７２】
　また、図７（ａ）に示すように、非復活逆転パターン及び非復活パターンでは、「襖Ｄ
」の開放段階の２０段階への変化を許容していないため、１９段階→２０段階へ変化する
ための全開条件（移行条件）を定めておらず、１９段階で演出用ボタン２６が何度操作さ
れたとしても２０段階に変化することはない。その一方で、図７（ｂ）に示すように、復
活パターンでは、「襖Ｄ」の開放段階の２０段階への変化を許容しているため、１９段階
→２０段階へ変化するための全開条件（移行条件）を１１回に定めている。このため、復
活パターンでは、１９段階に変化してからの期間Ｔ１で演出用ボタン２６が操作されたと
判定される回数が１１回となり、累積操作回数が３０回に達することを全開条件の成立と
している。なお、本実施形態では、「襖Ｄ」の開放段階が全開状態に変化するための全開
条件（移行条件）の累積回数を３０回に定めるとともに、確定演出抽選における当選確率
（８／２５１（約１／３０）に定めている。このため、本実施形態では、全開条件を成立
させ得ることを条件に、全開条件を成立させ得る（全開条件を満たす累積操作回数に達す
る）までに確定演出抽選に当選し得るように、襖開放演出における移行条件と確定演出抽
選の当選確率とのそれぞれを関連付けて定めている。
【００７３】
　そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、期間Ｔ１において、現在の「襖Ｄ」の開放段階か
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ら次段階の開放段階に移行する移行条件を満たしているか否かを判定した結果、移行条件
を満たしている場合、「襖Ｄ」の開放段階の次段階への変化の実行を指示する演出指示コ
マンドを各制御基板４２，４３に出力する。また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、期間Ｔ１
において、現在の「襖Ｄ」の開放段階が１９段階の場合、２０段階へ変化するための全開
条件を満たしているか否かを判定している。
【００７４】
　また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、期間Ｔ１の到来時に期間Ｔ２で演出用ボタン２６が
操作されている場合、確定演出抽選の当選を決定していないで、演出用ボタン２６の操作
が操作有効期間を設定してから１回目（初回）の操作であることを条件に、初期変化抽選
を実行する。すなわち、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、確定演出抽選の当選を決定していな
いで、演出用ボタン２６の操作が操作有効期間を設定してから１回目（初回）の操作であ
ることを条件として、初期変化抽選を実行するようになっている。統括制御用ＣＰＵ４１
ａは、図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、襖開放演出の展開として決定されている
パターンに応じた抽選態様（抽選テーブル）に基づき初期変化抽選を実行する。そして、
統括制御用ＣＰＵ４１ａは、襖開放演出の展開として非復活逆転パターン及び非復活パタ
ーンのいずれかを決定している場合に、図８（ａ）に示す抽選態様（抽選テーブル）に基
づき初期変化抽選を実行する一方で、襖開放演出の展開として復活パターンを決定してい
る場合に、図８（ｂ）に示す抽選態様（抽選テーブル）に基づき初期変化抽選を実行する
。
【００７５】
　図８（ａ）に示すように、襖開放演出の展開として非復活逆転パターン及び非復活パタ
ーンのいずれかが決定されている場合の抽選態様（抽選テーブル）では、それぞれ乱数の
取り得る数値（本実施形態では全２５１通りの整数）が「９段階」、「１４段階」又は「
非当選」のそれぞれに所定個数ずつ振分けられている。そして、図８（ａ）に示す抽選態
様（抽選テーブル）では、「９段階」又は「１４段階」に当選する割合（確率）をそれぞ
れ３５／２５１、「非当選」する割合（確率）を１８１／２５１となるように乱数を振分
けている。
【００７６】
　また、図８（ｂ）に示すように、襖開放演出の展開として復活パターンが決定されてい
る場合の抽選態様（抽選テーブル）では、それぞれ乱数の取り得る数値（本実施形態では
全２５１通りの整数）が「９段階」、「１４段階」又は「非当選」のそれぞれに所定個数
ずつ振分けられている。そして、図８（ｂ）に示す抽選態様（抽選テーブル）では、「９
段階」に当選する割合（確率）を３５／２５１、「１４段階」に当選する割合（確率）を
３８／２５１、「非当選」する割合（確率）を１７８／２５１となるように乱数を振分け
ている。
【００７７】
　そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、初期変化抽選の結果、「９段階」への変化を決定
する場合に、「襖Ｄ」の開放段階を９段階に一気に変化させる初期変化演出の実行を指示
する演出指示コマンドを各制御基板４２，４３に出力する。また、統括制御用ＣＰＵ４１
ａは、初期変化抽選の結果、「１４段階」への変化を決定する場合に、「襖Ｄ」の開放段
階を１４段階に一気に変化させる初期変化演出の実行を指示する演出指示コマンドを各制
御基板４２，４３に出力する。そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、初期変化抽選の結果
、初期変化演出の実行を指示すると、内部的に指示した開放段階までの移行条件を満たし
たこととするので、操作有効期間が設定されてからの累積操作回数を９回又は１４回とす
るとともに、９段階又は１４段階までの移行条件を成立させたこととする。
【００７８】
　その一方で、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、初期変化抽選の結果、「非当選」を決定する
場合に、「襖Ｄ」の開放段階を１段階に変化させることを指示する演出指示コマンドを各
制御基板４２，４３に出力する。なお、初期変化抽選が実行される場合とは、襖開放演出
が実行されてから１回目（初回）の演出用ボタン２６が操作された後であるとともに、確
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定演出抽選に当選しないため、「襖Ｄ」の開放段階が０段階のときである。したがって、
統括制御用ＣＰＵ４１ａは、初期変化抽選の結果、「非当選」を決定する場合、「襖Ｄ」
の開放段階が０段階の場合に演出用ボタン２６が操作されたと判定しているので、０段階
の移行条件を満たすこととして１段階への変化を決定する。
【００７９】
　このようにして、統括制御用ＣＰＵ４１ａが期間Ｔ２及び期間Ｔ１の処理を繰り返す結
果、操作有効期間の最大期間Ｔ３のうち期間Ｔ１を除いた期間が確定演出の実行を決定し
得る確定演出抽選期間となる。なお、確定演出抽選期間は、「襖Ｄ」の開放段階が２０段
階に変化する、又は確定演出抽選に当選することで終了されることとなる期間でもある。
また、操作有効期間の最大期間Ｔ３のうち期間Ｔ１は、先予告演出の実行を決定し得る先
予告抽選期間となる。なお、先予告抽選期間は、「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に変化す
る、先予告抽選に当選する、又は確定演出抽選に当選することで終了されることとなる期
間でもある。
【００８０】
　そして、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、操作有効期間の最大期間Ｔ３が経過するまでの間
（操作有効期間を設定してから１００００ｍｓが経過するまでの間）、期間Ｔ１及び期間
Ｔ２の処理を繰り返し実行することで、襖開放演出に係る処理を実行するようになってい
る。また、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、操作有効期間を設定してから最大期間Ｔ３が経過
すると（操作有効期間を設定してから１００００ｍｓが経過すると）、操作有効期間を終
了させ、その旨を指示する有効期間終了コマンドを各制御基板４２，４３に出力する。な
お、統括制御用ＣＰＵ４１ａは、操作有効期間の終了時に、襖開放演出の展開として復活
パターンを決定していて「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に変化していないことを条件に、
非復活逆転パターンと同様の演出結果の導出を指示する演出指示コマンドを各制御基板４
２，４３に出力し、最終的に大当りの図柄組み合わせの導出を指示する。
【００８１】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０では、襖開放演出を伴う変動パターンＰ２，Ｐ４であ
って、襖開放演出の展開として決定されるパターンに基づき図柄変動ゲームが展開される
ときの襖開放演出は、「襖Ｄ」の開放段階が変化する態様が相違する。本実施形態では、
襖開放演出の展開のパターンにかかわらず「襖Ｄ」の各開放段階における条件回数を同じ
にした上で「襖Ｄ」の開放段階を０段階～１９段階まで変化可能に構成しているので、襖
開放演出の展開のパターンにかかわらず０段階～１９段階まで変化させるのに要する累積
操作回数に変化はない。その一方で、襖開放演出の展開のパターンによって初期変化抽選
の抽選態様が異なっている。すなわち、襖開放演出の展開のパターンが復活パターンであ
る場合には、非復活逆転パターンや非復活パターンよりも初期変化抽選で「１４段階」の
当選確率が高くなっているとともに、「９段階」及び「１４段階」を合わせた（「非当選
」以外の）当選確率も高くなっている。また、初期変化抽選の結果、「非当選」以外に当
選する場合には、０段階から当選した段階に変化した分の演出用ボタン２６を実質的に操
作していなくても内部的に操作したこととなるため、初期変化抽選の結果如何で演出用ボ
タン２６の実質的な累積操作回数が相違するようになっている。したがって、復活パター
ンに基づく図柄変動ゲームでは、演出用ボタン２６の操作速度を同じ条件とした場合、非
復活逆転パターンや非復活パターンに基づく図柄変動ゲームよりも演出用ボタン２６の実
質的な累積操作回数が少なくなり易い結果、「襖Ｄ」の開放段階が１９段階まで早く変化
し易い。さらに、復活パターンに基づく図柄変動ゲームでは、「襖Ｄ」の開放段階が１９
段階まで早く変化し易いので２０段階までも変化し易くなっている。
【００８２】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１０において、復活パターンに基づく図柄変動ゲー
ムでは、確定演出や先予告演出の実行を決定し得るタイミングが操作有効期間の最大期間
Ｔ３の全ての間に存在し得るようになっている。このため、襖開放演出を伴う図柄変動ゲ
ームでは、襖開放演出が実行されてから最終的な演出結果、「襖Ｄ」が全開される、「襖
Ｄ」が壊される、「襖Ｄ」が一旦閉まるといったいずれかが導出されるまでの全期間にお
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いて遊技者に大当りに対して期待を抱かせるようになっている。
【００８３】
　なお、本実施形態では、統括制御用ＣＰＵ４１ａが有効期間設定手段、操作判定手段と
して機能するとともに、演出制御手段として機能する。
　次に、演出表示制御基板４２について説明する。
【００８４】
　演出表示制御基板４２の表示制御用ＣＰＵ４２ａは、変動パターン指定コマンドを入力
すると、当該コマンドに指示される変動パターンに対応する演出内容（変動内容）を選択
し、該演出内容で図柄変動ゲームを行わせるように演出表示装置２１の表示内容を制御す
る。そして、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、図柄変動ゲーム中に図柄停止コマンドを入力す
ると、飾図用の停止図柄指定コマンドで指示された飾り図柄を演出表示装置２１に確定停
止表示させるように表示内容を制御し、図柄変動ゲームを終了させる。
【００８５】
　次に、襖開放演出を伴う図柄変動ゲームを実行する場合の表示制御用ＣＰＵ４２ａが実
行する制御内容について、演出表示装置２１の画像表示部ＧＨの表示態様と可動体２０ｂ
の可動態様と合わせて図９及び図１０に基づいて説明する。
【００８６】
　表示制御用ＣＰＵ４２ａは、襖開放演出の図柄変動ゲームの開始に伴って各図柄列の変
動を開始させ、当該ゲームを開始させてからの経過時間が所定時間に達すると、リーチ状
態を形成させるように演出表示装置２１の表示内容を制御する。その後、表示制御用ＣＰ
Ｕ４２ａは、各停止図柄列の図柄組み合わせがリーチ状態によるはずれの図柄組み合わせ
となるように、各停止図柄列の図柄を一旦停止表示させるように演出表示装置２１の表示
内容を制御する。その結果、画像表示部ＧＨでは、図９（ａ）に示すように、例えば、［
７６７］というようにリーチ状態によるはずれの図柄組み合わせが一旦停止表示（確定停
止表示ではなく揺れ変動状態で停止表示）される。なお、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、襖
開放演出を伴う図柄変動ゲームで一旦停止表示させるリーチ状態によるはずれの図柄組み
合わせとして、今回の図柄変動ゲームがはずれの場合に最終的に確定停止表示させる図柄
組み合わせを出現させる。また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、襖開放演出を伴う図柄変動
ゲームで一旦停止表示させるリーチ状態によるはずれの図柄組み合わせとして、今回の図
柄変動ゲームが大当りの場合に最終的に確定停止表示させる大当りの図柄組み合わせを構
成する種類の図柄でリーチ状態を形成させて出現させる。
【００８７】
　その後、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、所定のタイミング（変動パターンに示される襖開
放演出を開始させるタイミング）で襖開放演出を開始させるように演出表示装置２１の表
示内容を制御する。また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、有効期間設定コマンドを入力する
と、操作有効期間が設定された旨を示す表示演出をさせるように演出表示装置２１の表示
内容を制御する。その結果、画像表示部ＧＨでは、図９（ｂ）に示すように、画像表示部
ＧＨの左右両側から「襖Ｄ」が出現して、一旦停止表示されている図柄組み合わせを襖で
覆い隠す表示演出が展開される。続いて、画像表示部ＧＨでは、図９（ｃ）に示すように
、「チャンス」の表示画像と、演出用ボタン２６を模した表示画像及び「ボタンを連打せ
よ」の表示画像とが出現する。これにより、遊技者は、襖開放演出が開始したことを認識
し得る。
【００８８】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」の開放段階を変化させる移行条件が成立し
たことを示すとともに「襖Ｄ」の開放段階を変化させることを指示する演出指示コマンド
を入力すると、当該コマンドに基づき指示される開放段階になるように演出表示装置２１
の表示内容を制御する。すなわち、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」の開放段階を変
化させることを指示する演出指示コマンドを入力する毎に、「襖Ｄ」の開放段階を対応す
る開放段階となるように表示画像を切り換えることで演出表示装置２１の表示内容を制御
する。また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」の開放段階を切り替えるに際し、襖の
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開放段階に合わせて開放した部分から大当りの図柄組み合わせを構成する画像の一部分の
画像を表示させる。なお、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、大当りの図柄組み合わせを構成す
る一部分の画像を表示させるに際し、襖開放演出の開始時に一旦停止表示させた図柄組み
合わせのうちリーチ状態を形成している種類の図柄組み合わせによる大当りの図柄組み合
わせを構成する一部分の画像を表示させる。
【００８９】
　その結果、画像表示部ＧＨでは、図９（ｄ）～（ｈ）に示す態様で、「襖Ｄ」の開放段
階が変化していく。具体的には、画像表示部ＧＨでは、図９（ｄ）に示すように、「襖Ｄ
」の開放段階が０段階の画像が表示される。その後、画像表示部ＧＨでは、「襖Ｄ」の開
放段階が１段階→２段階→３段階と順次変化していき、４段階に変化すると図９（ｅ）に
示すように、「襖Ｄ」が「８／４０開放」状態になるとともに襖の隙間Ｌの部分に大当り
の図柄組み合わせを構成する一部分が画像表示される。さらに、画像表示部ＧＨでは、「
襖Ｄ」の開放段階が５段階→６段階→７段階→８段階と順次変化していき、９段階に変化
すると図９（ｆ）に示すように、「襖Ｄ」が「１８／４０開放」状態になるとともに襖の
隙間Ｌの部分に大当りの図柄組み合わせの一部分が画像表示される。なお、画像表示部Ｇ
Ｈでは、図９（ｅ）の表示状態よりも図９（ｆ）の表示態様の隙間Ｌが拡幅している。ま
た、画像表示部ＧＨでは、「襖Ｄ」の開放段階が１０段階→１１段階→１２段階→１３段
階と順次変化していき、１４段階に変化すると図９（ｇ）に示すように、「襖Ｄ」が「２
８／４０開放」状態になるとともに襖の隙間Ｌの部分に大当りの図柄組み合わせの一部分
が画像表示される。なお、画像表示部ＧＨでは、図９（ｅ），（ｆ）の表示状態よりも図
９（ｇ）の表示態様の隙間Ｌがさらに拡幅している。さらに、画像表示部ＧＨでは、「襖
Ｄ」の開放段階が１５段階→１６段階→１７段階→１８段階と順次変化していき、１９段
階に変化すると図９（ｈ）に示すように、「襖Ｄ」が「３８／４０開放」状態になるとと
もに襖の隙間Ｌの部分に大当りの図柄組み合わせの一部分が画像表示される。なお、画像
表示部ＧＨでは、図９（ｅ）～（ｇ）の表示状態よりも図９（ｆ）の表示態様の方が隙間
Ｌがさらに拡幅している。
【００９０】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、初期変化抽選に基づいて「襖Ｄ」の開放段階を９段
階又は１４段階への変化を指示する演出指示コマンドを入力すると、当該コマンドに基づ
き指示される９段階又は１４段階の開放段階に変化する初期変化演出を実行するように演
出表示装置２１の表示内容を制御する。すなわち、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」
の開放段階を０段階から一気に９段階又は１４段階の開放段階となるように表示画像を切
り替えることで初期変化演出を実行させる。その結果、画像表示部ＧＨでは、図９（ｄ）
の０段階の開放段階から図９（ｆ）の９段階の開放段階に変化されるルート又は、図９（
ｄ）の０段階の開放段階から図９（ｇ）の１４段階の開放段階に変化されるルートのいず
れかのルートを辿る表示演出が展開される。これにより、遊技者は、図９（ｄ）→図９（
ｆ）へのルートを辿る場合に９段階に変化する初期変化演出の実行を認識し得るとともに
、図９（ｄ）→図９（ｇ）へのルートを辿る場合に１４段階に変化する初期変化演出の実
行を認識し得る。
【００９１】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」の開放段階を２０段階に変化させる全開条
件が成立した旨を示すとともに「襖Ｄ」の開放段階を２０段階に変化させることを指示す
る演出指示コマンドを入力すると、当該コマンドに基づき２０段階の開放段階になるよう
に演出表示装置２１の表示内容を制御する。すなわち、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖
Ｄ」の開放段階を２０段階に変化させることを指示する演出指示コマンドを入力すると、
「襖Ｄ」の開放段階を２０段階の開放段階となるように表示画像を切り換えることで演出
表示装置２１の表示内容を制御する。また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」の開放
段階を２０段階に切り替えるに際し、最終的に確定停止表示させる大当りの図柄組み合わ
せの画像を表示させるとともに、「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に変化したので演出用ボ
タン２６の操作が以降無効となることを示すように、演出用ボタン２６を模した画像及び
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「ボタンを連打せよ」の表示画像を非表示するように演出表示装置２１の表示内容を制御
する。
【００９２】
　その結果、画像表示部ＧＨでは、図１０（ａ）に示すように、「襖Ｄ」が「全開状態」
になるとともに画面上に大当りの図柄組み合わせが画像表示される。また、画像表示部Ｇ
Ｈでは、「襖Ｄ」が「全開状態」に変化することに伴って演出用ボタン２６を模した画像
及び「ボタンを連打せよ」の表示画像が表示されなくなる。これにより、遊技者は、襖開
放演出の復活パターンによる「大当り確定」を認識し得る。
【００９３】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、先予告演出の実行を指示する演出指示コマンドを入
力すると、当該コマンドに基づき回転動作するように可動体２０ｂの動作態様を制御する
。例えば、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」の開放段階を４段階に変化させることが
指示されるとともに先予告演出の実行が指示される場合、「襖Ｄ」の開放段階を４段階に
変化させつつ、回転動作するように可動体２０ｂの動作態様を制御する。なお、表示制御
用ＣＰＵ４２ａは、可動体２０ｂの回転動作を一旦開始させると、襖開放演出を終了させ
て最終的に大当りの図柄組み合わせを導出させるまでの間、回転動作を継続させるように
制御する。その結果、画像表示部ＧＨでは、図９（ｅ）に示すように、「襖Ｄ」の開放段
階が４段階に変化するとともに、図１０（ｂ）に示す可動体２０ｂのように、可動体２０
ｂでは、回転動作が開始する。なお、可動体２０ｂは、回転動作を一旦開始すると、襖開
放演出が終了して最終的に大当りの図柄組み合わせが導出されるまで継続して動作し続け
るようになっている。これにより、遊技者は、襖開放演出で「全開条件」を成立させ得る
とともに復活パターンによる「大当り確定」を認識し得る。
【００９４】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、確定演出の実行を指示する演出指示コマンドを入力
すると、当該コマンドに基づき「襖Ｄ」の開放段階が２０段階になるように演出表示装置
２１の表示内容を制御するとともに、可動体２０ｂが回転動作するように動作態様を制御
する。また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、「襖Ｄ」の開放段階を２０段階に切り替えるに
際し、最終的に確定停止表示させる大当りの図柄組み合わせの画像を表示させるとともに
、「襖Ｄ」の開放段階が２０段階に変化したので演出用ボタン２６の操作が以降無効とな
ることを示すように、演出用ボタン２６を模した画像及び「ボタンを連打せよ」の表示画
像を非表示するように演出表示装置２１の表示内容を制御する。なお、表示制御用ＣＰＵ
４２ａは、先予告演出と同様に可動体２０ｂの回転動作を一旦開始させると、襖開放演出
を終了させて最終的に大当りの図柄組み合わせを導出させるまでの間、回転動作を継続さ
せるように制御する。
【００９５】
　その結果、画像表示部ＧＨでは、図１０（ｂ）に示すように、「襖Ｄ」が「全開状態」
になるとともに画面上に大当りの図柄組み合わせが画像表示され、可動体２０ｂでは、回
転動作が開始する。また、画像表示部ＧＨでは、「襖Ｄ」が「全開状態」になることに伴
って演出用ボタン２６を模した画像及び「ボタンを連打せよ」の表示画像が表示されなく
なる。なお、可動体２０ｂは、回転動作を一旦開始すると、襖開放演出が終了して最終的
に大当りの図柄組み合わせが導出されるまで継続して動作し続けるようになっている。こ
れにより、遊技者は、襖開放演出で「全開条件」が成立し復活パターンによる「大当り確
定」を認識し得る。
【００９６】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、所定のタイミング（変動パターンに示される襖開放
演出を終了させるタイミング）で襖開放演出を終了させるように演出表示装置２１の表示
内容を制御する。また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、有効期間終了コマンドを入力すると
、操作有効期間が終了された旨を示すように、演出用ボタン２６を模した画像及び「ボタ
ンを連打せよ」の表示画像を非表示するように演出表示装置２１の表示内容を制御する。
【００９７】
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　そして、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、襖開放演出を終了させるに際し、演出指示コマン
ドを入力して当該コマンドに襖開放演出の展開として非復活パターンが指示されていると
き、「襖Ｄ」を一旦全閉させて最終的にはずれの図柄組み合わせを導出するように演出表
示装置２１の表示内容を制御する。その結果、画像表示部ＧＨでは、図１０（ｃ）に示す
ように、一旦「襖Ｄ」が全閉状態となり、その後に図１０（ｄ）に示すように、「襖Ｄ」
が再び開放して襖の背面からはずれの図柄組み合わせが出現する。これにより、遊技者は
、襖開放演出で非復活パターンによる「はずれ確定」を認識し得る。
【００９８】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、襖開放演出を終了させるに際し、演出指示コマンド
を入力して当該コマンドに襖開放演出の展開として非復活逆転パターンが指示されている
とき、「襖Ｄ」を一旦全閉させて全閉させた「襖Ｄ」が壊されて最終的に大当りの図柄組
み合わせを導出するように演出表示装置２１の表示内容を制御する。その結果、画像表示
部ＧＨでは、図１０（ｃ）に示すように、一旦「襖Ｄ」が全閉状態となり、その後に図１
０（ｅ）→図１０（ａ）に示すように、「襖Ｄ」が壊されて壊された襖の背面から大当り
の図柄組み合わが出現する。これにより、遊技者は、襖開放演出で非復活逆転パターンに
よる「大当り確定」を認識し得る。
【００９９】
　また、表示制御用ＣＰＵ４２ａは、襖開放演出を終了させるに際し、襖開放演出の展開
として復活パターンが指示されていることを条件に、襖開放演出の終了時に「襖Ｄ」の開
放段階が全開状態に変化していないとき、演出指示コマンドを入力して当該コマンドに襖
開放演出の展開として非復活逆転パターンが指示されているとき非復活逆転パターンと同
様の展開になるように演出表示装置２１の表示内容を制御する。その結果、画像表示部Ｇ
Ｈでは、図１０（ｃ）に示すように、一旦「襖Ｄ」が全閉状態となり、その後に図１０（
ｅ）→図１０（ａ）に示すように、「襖Ｄ」が壊されて壊された襖の背面から大当りの図
柄組み合わが出現する非復活逆転パターンと同様の表示演出を展開する。これにより、遊
技者は、襖開放演出で非復活逆転パターンと同様の展開による「大当り確定」を認識し得
る。
【０１００】
　なお、本実施形態では、表示制御用ＣＰＵ４２ａが演出制御手段として機能する。
　また、音声・ランプ制御基板４３は、各種コマンドを入力すると、ランプ部１６の発光
態様、及びスピーカ１７の音声出力態様を制御する。すなわち、音声・ランプ制御基板４
３は、演出表示制御基板４２と同様にこれらのコマンドで指示された演出内容に応じた演
出を行わせるように制御を行う。
【０１０１】
　したがって、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）演出用ボタン２６の操作に基づいて襖開放演出で「襖Ｄ」の開放態様が全開状態
に変化するまでの間においては、統括制御用ＣＰＵ４１ａが全開条件を成立させ得ること
を予め決定している場合、演出用ボタン２６が操作されたと判定することに伴って先予告
演出の実行可否が決定されるようにした。すなわち、襖開放演出で「襖Ｄ」が全開状態ま
で変化する前においても先予告演出により全開状態まで変化することを遊技者に予め報知
（予告）することができる。さらに、遊技者は演出用ボタン２６を操作する場合、襖開放
演出の「襖Ｄ」の開放態様から大当りへの期待度が報知されるので、「襖Ｄ」の開放段階
の変化態様に注目している。このため、襖開放演出の「襖Ｄ」の開放態様とは異なる可動
体２０ｂにより大当りへの期待度が報知される場合、その演出の出現に対して遊技者に驚
きを与えることができる。したがって、遊技者の演出用ボタン２６の操作に基づいて襖開
放演出で「襖Ｄ」の開放態様を全開状態まで変化可能な演出を実行させるパチンコ遊技機
１０において、全開状態に変化するか否かだけでなく当該全開状態に変化するまでの間も
遊技者を楽しませることで遊技の興趣を向上させることができる。
【０１０２】
　（２）統括制御用ＣＰＵ４１ａが全開条件を成立させ得ることを予め決定している場合
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には、先予告演出や襖開放演出の「襖Ｄ」の開放段階の変化態様とは個別に演出用ボタン
２６が操作されたと判定されることに伴って確定演出の実行可否を決定するようにした。
また、演出用ボタン２６が操作されたと判定される場合には、先予告演出の実行可否を決
定するよりも確定演出の実行可否を決定するタイミングを先に到来させる一方で、確定演
出の実行可の決定後、先予告演出の実行可が重複して決定されないように演出用ボタン２
６が操作されていない場合と同一態様で制御されるようにした。その結果、襖開放演出の
「襖Ｄ」の開放態様が全開状態に変化する旨を報知することとなる先予告演出と確定演出
では、「襖Ｄ」の開放態様も全開状態に変化させることで先予告演出よりも大当りの付与
に対して遊技者が抱く安心感を高めることができる確定演出の実行チャンスを遊技者に好
適に到来させるようにした。したがって、襖開放演出の「襖Ｄ」の開放態様が全開状態ま
で変化する前においても異なるタイミングで抽選される先予告演出や確定演出により、全
開状態に変化するか否かだけでなく当該全開段階に変化するまでの間も遊技者を楽しませ
ることで遊技の興趣を向上させることができる。
【０１０３】
　（３）先予告演出の実行後では、当該先予告演出よりも大当りに対して遊技者が抱く安
心感が高まる確定演出の実行可否を決定するとともに、襖開放演出の「襖Ｄ」の開放態様
を全開状態まで変化可能にした。このため、先予告演出の実行後も襖開放演出の「襖Ｄ」
の開放段階の変化態様や確定演出の実行に対して遊技者の関心を惹き付けることで遊技の
興趣を向上させることができる。
【０１０４】
　（４）先予告演出は、可動体２０ｂが回転動作することによる動作演出（可動演出）に
よって行われるようにした。すなわち、表示画像を変化させることで動作を表現する表示
演出とは異なり、実際に物（部材）を可動させることで動作を表現する可動演出では、表
示演出よりも遊技者に与えるインパクトが大きくなる。このため、先予告演出としては、
遊技者に与えるインパクトが大きくなる可動演出により展開することで、襖開放演出の表
示演出中に突然と実行され得る先予告演出の実行時の遊技者に与えるインパクトをさらに
増大させることができ、襖開放演出中の興趣を向上させることができる。
【０１０５】
　（５）先予告抽選は、襖開放演出で「襖Ｄ」の開放段階の変化態様を決定する処理と別
処理で行うようにした。このため、全開条件を満たし得ることが決定されていることを条
件として、先予告演出を実行可能に構成することができ、襖開放演出の開放段階の変化態
様にかかわらず（確定演出の実行可否や全開条件の成立の有無を除いては）０段階～１９
段階のいつでも先予告演出を実行可能とすることができる。したがって、先予告演出をい
つでも実行し得るように構成することで、その出現に対して期待を遊技者に抱かせること
ができるとともに、出現時に驚きを遊技者に与えることができるようになる。
【０１０６】
　（６）襖開放演出の展開として復活パターンが決定されていることを条件に、先予告演
出が実行される場合、「襖Ｄ」の開放段階が最終的に全開状態に変化していないときには
、非復活逆転パターン（図１０（ｃ）→図１０（ｅ）→図１０（ａ））の展開で大当りの
図柄組み合わせが導出されるようにした。このため、先予告演出が実行される場合でも「
襖Ｄ」の開放段階が全開状態に変化しないときもあるが、そのような状況であっても非復
活逆転パターンを同様の展開により確実に大当りである旨を遊技者に認識させ得る。した
がって、先予告演出が実行される場合でも「襖Ｄ」の開放段階が全開状態に変化しないと
きにおける遊技者の抱く不安を確実に解消させることができる。
【０１０７】
　（７）襖開放演出の展開として復活パターンが決定されていることを条件に、先予告演
出が実行される場合、「襖Ｄ」の開放段階が最終的に全開状態に変化していないときにお
いては、このような状況からどのようにして大当りである旨が報知されるのかに対して遊
技者に関心を抱かせることもできる。
【０１０８】
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　（８）確定演出では、当選確率を８／２５１（約１／３０）に定め、全開条件を満たす
こととなる累積操作回数に相当する演出用ボタン２６の操作の間に当選し得る確率に定め
るようにした。このため、襖開放演出の全開条件となる累積操作回数と、確定演出抽選の
当選確率を関連付けて設定することで、襖開放演出では、「襖Ｄ」の開放段階を演出用ボ
タン２６の操作で全開状態（２０段階）まで変化させることと、確定演出で一気に全開状
態（２０段階）まで変化させることとの演出のバランスを調整するようにした。したがっ
て、襖開放演出では、「襖Ｄ」の開放段階を演出用ボタン２６の操作で全開状態（２０段
階）まで変化させることと、確定演出で一気に全開状態（２０段階）まで変化させること
との一方に偏ることを防止し、いずれの演出もバランスよく出現し得るような構成を採用
することで、襖開放演出の興趣を向上させることができる。
【０１０９】
　なお、本実施形態は以下のように変更してもよい。
　・本実施形態では、襖開放演出が展開される演出装置（演出表示装置２１）以外ならラ
ンプ部１６を用いた発光演出やスピーカ１７を用いた音声演出などで先予告演出を行うよ
うにしてもよい。また、先予告演出は、演出表示装置２１とは異なった専用の表示装置に
より行われるようにしてもよい。
【０１１０】
　・本実施形態では、可動体の構造を回転動作させるものではなく、例えば、上下動可能
の構造を採用したり遊技盤ＹＢから出没動作したりするなど動作を伴う構造であれば、任
意に変更することができる。また、可動体の構造としては、演出表示装置２１の前面側に
出現可能であって、画像表示部ＧＨの一部又は全部を覆い隠す構造であってもよい。
【０１１１】
　・本実施形態では、先予告演出の実行可の決定後、「襖Ｄ」の開放段階を変化させない
構成を採用することもできる。例えば、先予告演出の実行を以て「大当り確定」として襖
開放演出を終了させる。また、先予告演出の実行可の決定後、確定演出を実行させない構
成を採用することもできる。
【０１１２】
　・本実施形態では、確定演出又は先予告演出の実行可否を「襖Ｄ」の開放段階に関連付
けて決定するようにしてもよい。例えば、「襖Ｄ」の開放段階が１０段階や１５段階にお
いては、他の開放段階よりも確定演出又は先予告演出の実行可を決定し易いようにしたり
する。
【０１１３】
　・本実施形態では、確定演出の実行可の決定後、演出用ボタン２６の操作を操作されて
いないと判定する場合、演出用ボタン２６の操作が反映されない処理であれば、例えば、
操作有効期間自体を内部的に終了させたり、演出用ボタン２６の操作信号自体を非検知状
態にしたりする構成を採用してもよい。
【０１１４】
　・本実施形態では、確定演出抽選、先予告抽選、「襖Ｄ」の変化態様を１つの抽選によ
って（同じタイミングで）決定するようにしてもよい。
　・本実施形態では、演出用ボタン２６の操作を契機として抽選であれば確定演出抽選又
は先予告抽選のタイミングや条件をそれぞれに変更することもできる。
【０１１５】
　・本実施形態では、襖開放演出で「襖Ｄ」の開放段階を変化させる移行条件（全開条件
）を任意に変更してもよく、例えば、開放段階が変化するほど次段階に変化するための条
件回数が増加する構成とすることもできる。また、襖開放演出では、演出用ボタン２６の
操作を契機に「襖Ｄ」の開放段階を変化させるか否かや変化割合を、抽選によって決定す
る構成としてもよい。
【０１１６】
　・本実施形態では、確定演出抽選（確定演出）を実行しない構成とすることもできる。
　・本実施形態では、確定演出抽選の当選確率を任意に変更してもよく、例えば、８／２
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５１よりもさらに低くすることで、確定演出のプレミアム化を図ってもよい。また、先予
告抽選の当選確率を任意に変更してもよく、例えば、１／２５１よりもさらに低くするこ
とで、先予告演出のプレミアム化を図ってもよい。また、確定演出抽選及び先予告抽選で
は、これらの当選確率を大幅に高めることで確定演出や先予告演出の出現割合を高めると
いったことも可能である。
【０１１７】
　・本実施形態では、襖開放演出における「襖Ｄ」の開放段階を、２以上の複数の段階を
有していれば、例えば、２１段階以上や上限をなしのように任意に変更してもよい。
　・本実施形態は、初期変化抽選（初期変化演出）を実行しない構成とすることもできる
。
【０１１８】
　・本実施形態では、初期変化抽選で２段階～１９段階のいずれにも変化し得る構成を採
用することもできる。
　・本実施形態では、初期変化抽選の抽選態様を復活パターンが決定されている場合ほど
初期変化抽選により段階が変化し易い（より上の段階に変化し易い）構成であれば、任意
に変更することができる。例えば、初期変化抽選では、襖開放演出の展開のパターンに応
じた初期変化演出の実行可否とともに実行可の決定時の移行し得る開放段階の差をさらに
顕著化させることもできる。
【０１１９】
　・本実施形態では、襖開放演出で「襖Ｄ」が全開状態に変化する場合でも、「大当り確
定」としないで、はずれとなる場合にも全開状態に変化し得る構成とするともできる。す
なわち、有利な遊技状態の付与態様にかかわらず最高段階（「襖Ｄ」の開放段階が２０段
階）に変化し得る構成とすることもできる。
【０１２０】
　・本実施形態では、襖開放演出の演出態様を任意に変更してもよく、例えば、襖開放演
出の実行中は図柄組み合わせを画像表示しないようにすることもできる。また、襖開放演
出の実行タイミングは、リーチ状態の形成前に実行したりするなど変更することもできる
。この場合にあっては、リーチ状態を経由することなく襖開放演出をいきなり開始させる
ような構成であってもよい。
【０１２１】
　・本実施形態では、襖開放演出に代えて複数段階の報知態様を有するメータ（期待度を
報知するメータ）の上昇具合で大当りへの期待度（有利な遊技状態への期待度）を遊技者
に示唆する構成とすることもできる。また、襖開放演出に代えて最初に敵の人数などに対
応付けした数字を表示し、演出用ボタン２６の操作を契機に当該数字を徐序に減少させる
ことで大当りへの期待度（有利な遊技状態への期待度）を遊技者に示唆する構成とするこ
ともできる。
【０１２２】
　・本実施形態において、襖開放演出では、パチンコ遊技機のモチーフとなっているキャ
ラクタを画像表示部ＧＨに静止表示させ、「襖Ｄ」が全開状態になった場合に当該キャラ
クタが画像表示部ＧＨ内の表示画像を斬るなどの動作をする結果、大当りの図柄組み合わ
せを導出するといった展開にしてもよい。また、襖開放演出では、「襖Ｄ」の隙間からパ
チンコ遊技機のモチーフとなっているキャラクタを徐々に登場させるといった展開にして
もよい。
【０１２３】
　・本実施形態では、襖開放演出で「襖Ｄ」の開放段階が上の段階へ進行する段階に変化
するのみであったが、下の段階へ後退可能に構成することもできる。
　・本実施形態では、先予告演出における可動体２０ｂの動作を、一定動作（１０回転な
ど）後に停止させてもよく、停止後から再び先予告抽選を行うようにすることもできる。
【０１２４】
　・本実施形態では、有利な遊技状態をリーチ状態として当該リーチ状態を形成するか否
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利な遊技状態として確率変動状態を付与する確率変動機能を備えたパチンコ遊技機に適用
することもできる。確率変動機能は、確定停止表示された大当り図柄（特図）の種類が予
め定めた確変図柄であることを条件として、大当り遊技終了後に大当りの抽選確率（当選
確率）を低確率（通常状態）である通常確率から高確率（例えば、通常確率の１０倍）に
変動させる確率変動状態を付与する機能である。そして、襖開放演出では、確率変動状態
が付与されるか否か、確率変動状態が付与されているか否かを遊技者に示唆するようにす
ることができる。
【０１２５】
　・本実施形態は、遊技者にとって有利となる有利な遊技状態を襖開放演出（期待度示唆
手段）の開放態様（報知態様）で示唆するものであればよい。例えば、大当り図柄（特図
）により遊技者が獲得し得る利益（大当りで獲得可能な賞球の総数や、前記確率変動状態
の付与の有無など）の異なる特典が付与される仕様のパチンコ遊技機のもとでは、これら
特典への期待度を遊技者に示唆するといったこともできる。
【０１２６】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追加する。
　（イ）先予告実行手段は、可動体であって、可動することで前記期待度示唆手段の報知
態様が前記最終段階に変化することを予め報知する請求項１～請求項３のうちいずれか一
項に記載の遊技機。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】パチンコ遊技機の機前面側を示す正面図。
【図２】制御構成を示すブロック図。
【図３】（ａ）～（ｈ）は、襖開放演出における開放段階の変化に伴う表示態様を説明す
る模式図。
【図４】変動パターンを説明する模式図。
【図５】操作有効期間中の処理態様を説明する模式図。
【図６】（ａ）は確定演出抽選の抽選態様を説明する模式図、（ｂ）は先予告抽選の抽選
態様を説明する模式図。
【図７】（ａ）は復活なし時の襖開放演出における開放段階の変化態様を説明する模式図
、（ｂ）は復活あり時の襖開放演出における開放段階の変化態様を説明する模式図。
【図８】（ａ）は復活なし時の初期変化抽選の抽選態様を説明する模式図、（ｂ）は復活
あり時の初期変化抽選の抽選態様を説明する模式図。
【図９】（ａ）～（ｈ）は、襖開放演出を伴う図柄変動ゲームの表示態様を説明する模式
図。
【図１０】（ａ）～（ｅ）は、襖開放演出を伴う図柄変動ゲームの表示態様を説明する模
式図。
【符号の説明】
【０１２８】
　１０…パチンコ遊技機、２０ｂ…可動体、２１…演出表示装置、２２…特別図柄表示装
置、２６…演出用ボタン、４０…主制御基板、４０ａ…主制御用ＣＰＵ、４０ｂ…主制御
用ＲＯＭ、４０ｃ…主制御用ＲＡＭ、４１…サブ統括制御基板、４１ａ…統括制御用ＣＰ
Ｕ、４１ｂ…統括制御用ＲＯＭ、４１ｃ…統括制御用ＲＡＭ、４２…演出表示制御基板、
４２ａ…表示制御用ＣＰＵ、４２ｂ…表示制御用ＲＯＭ、４２ｃ…表示制御用ＲＡＭ。
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